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安全に関する注意事項
1. 本取扱説明書をお読みください。
2. 本取扱説明書は保管してください。製品を他のユーザーに渡す場合は、必
ず本取扱説明書も一緒に渡します。

3. すべての警告を遵守してください。
4. 全ての指示を遵守してください。
5. 製品は水の近くでは使用しないでください。
6. 製品を清掃する際には、製品を電源またはバッテリー ADN-W BAから切り
離します。清掃には乾いた布を使用します。

7. 換気口を塞がないでください。製品は本取扱説明書の指示に従って設置し
てください。

8. 暖房装置やオーブンなど熱を発する器具（増幅器を含みます）の近くで製
品を使用しないでください。

9. 製品の電源プラグ（セントラルユニット ADN CU1、電源 供給 ADN PS、 充電
器 ADN-W L 10および ADN-W CASE UNITS）は、 「技術データ」 章 240 ペー
ジのデータおよび電源プラグのデータに適合するタイプの電源にのみ差し
込んで使用してください。製品の電源プラグ（セントラルユニット ADN

CU1、電源供給 ADN PS、 充電器 ADN-W L 10および ADN-W CASE UNITS）は
必ず保護導線付きのソケットに接続してください。

10.電源ケーブルが踏まれたり、潰されたりしないように注意してください。
とくに、ソケット部分や製品（セントラルユニット ADN CU1、電源供給
ADN PS、 充電器 ADN-W L 10および ADN-W CASE UNITS）から電源ケーブル
が出ている地点では注意します。

11. Sennheiser が推奨する追加機器 /アクセサリだけを使用してください。
12.製品には、Sennheiser が推奨するカート、棚、三脚、止め具、あるいは、
テーブル、または、製品に同梱されているカート、棚、三脚、止め具、あ
るいは、テーブルだけを使用してください。
カートを使用する場合は、カートが転倒して怪我をしないように、製品を
押す際には特にご注意ください。

13.雷雨発生時または製品を長期間使用しない場合は、製品の電源プラグ（セ
ントラルユニット ADN CU1、電源供給 ADN PS、 充電器 ADN-W L 10および
ADN-W CASE UNITS）を電源から切り離してください。

14.修理作業はすべて、資格のあるサービス担当者が行います。
製品や電源ケーブルに何らかの破損がある場合、液体または異物が製品の
中に入った場合、製品が雨に濡れた場合、製品が正しく動作しない場合、
あるいは、製品を落とした場合は、点検および修理してください。

15.製品の電源プラグ（セントラルユニット ADN CU1、電源 供給 ADN PS、 充電
器 ADN-W L 10および ADN-W CASE UNITS）を電源から切り離す際には、電
源ケーブルの電源プラグをソケットから引き抜きます。

16.警告 : 製品は雨に濡れたり、湿気にさらされない場所に設置します。そう
でないと、火災または感電の危険があります。

17.製品は水しぶきや水滴が掛からない場所に設置します。製品の上には、花
瓶などの水が入った物を置かないでください。

18.電源ケーブルの電源プラグが常に正常であり、容易に手が届く状態にある
ことを確認してください。
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装置裏面の危険警告

隣に示されているマークは製品の電源プラグ（セントラルユニット ADN CU1、
電源供給 ADN PS、 充電器 ADN-W L 10 および ADN-W CASE UNITS）の裏面に張
り付けられています。記号の意味は次のとおりです :

セントラルユニット ADN CU1、電源供給 ADN PS、 充電器 ADN-W L 10 および
ADN-W CASE UNITSの内部には、感電するおそれのある危険な電圧値が生じます。
セントラルユニット ADN CU1、電源供給 ADN PS、 充電器 ADN-W L 10 および
ADN-W CASE UNITS は決して開かないでください。電圧のかかっている部品に
触れると、感電する危険があります。セントラルユニット ADN CU1、電源供給
ADN PS、 充電器 ADN-W L 10および ADN-W CASE UNITSの内部には、修理可能
なコンポーネントはありません。修理については、認定された Sennheiser 認定
サービス取扱店までご依頼ください。
取扱説明書に記載されている安全に関する注意事項および取り扱いに関する
指示をお読みの上、遵守してください。

過負荷によって火災が発生する危険があります

ソケットや延長ケーブルには負荷を掛けすぎないうようにしてください。そう
でないと、火災または感電の危険があります。

大音量によって聴覚を害する危険があります

製品はお客様が業務目的で使用します。このため、使用の際には、所管の同業
者組合の規定および規制を遵守してください。Sennheiser は製造元として、発
生する可能性のある健康上の危険についてお客様に明示する義務を負ってお
ります。
会議出席者がヘッドホンでマイクユニットの音声信号を使用する場合は、自分
で音量を調整できます。その際には音圧を 85 dB (A) 超にすることができます。
85 dB(A) は、作業日 1 日あたりに聴くことが法律によって許容されている最
大音圧です。この最大値は、労働医学の知識に従って判断基準として定められ
ています。これよりも高い音量で使用したり、長い時間使用すると、聴覚障害
につながることがあります。大音量で使用する場合は、聴覚障害を防止するた
めに使用時間を短くしてください。過度の音量で長時間使用すると、次のよう
な症状が現われます :

• 耳の中で鈴や笛のような音が聞こえる。
• 高音が聞き取れないような印象を受ける（短時間の場合も含む）。
これらの事を会議出席者に説明し、必要であれば、音量を中間値に設定するよ
う促してください。

ワイヤレスコンポーネントの作動に関する注意

ワイヤレスコンポーネントを作動する場合、幾つかの国 /地域および特定の周
波数で、特別な規定が定められています。ワイヤレスコンポーネントはこれら
の法規定を順守して使用し、その他の無線機器を妨害しないようにしてくださ
い。セントラルユニット ADN CU1 のメニューで常に正しい国 / 地域を設定し
て、ワイヤレスコンポーネントを使用します。従って、この会議システムは、
法規定に対応した無線周波数と送信出力の設定だけを使用します。
周波数帯が 5.15 ～ 5.25 GHz の範囲内でワイヤレスコンポーネントを作動させ
る場合、幾つかの国 /地域（カナダなど）では、作動が閉じられたスペースに
制限されています。
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リチウムイオンバッテリーの安全に関する注意事項

不適切な使用あるいは規定に従っていない使用の場合には、ADN-W BA が使え
なくなる場合があります。バッテリー漏れがひどい場合は次の危険があります :

バッテリーの誤用または規定に沿わない使用の場合は、Sennheiser はいかなる
責任も負いません。

規定に沿った使用

製品は次のように正しくお使いください。
• 製品はお客様が業務目的で使用します。
• 本取扱説明書、特に 「安全に関する注意事項」 章の 4 ページのをお読みの
上、理解してください。

• 製品は、取扱説明書にある操作条件に従って使用してください。
製品は、本取扱説明書に記載された以外の使い方や、操作条件を遵守しない使
い方をしないでください。

ADN 会議システムのコンポーネントの全取扱説明書は弊社ウェブサイト
www.sennheiser.com でもご覧いただけます。

• 熱の発生
• 火災の発生
• 爆発
• 煙やガスの発生

バッテリーは、子どもの手
の届かない場所に保管して
ください。

充電したバッテリーは包装
しないまま混合しないでく
ださい。

極性にご注意ください。 短絡させないでください。

濡らさないでください。 分解したり改造しないでく
ださい。

バッテリーには指定された 

Sennheiser の充電器のみを
使用してください。

長期間使用しない場合には
バッテリーを定期的に再充
電します（約 3か月おきに、
容量の約 50%まで充電する）。

バッテリーは、10°C/50°F ～ 

45°C/113°Fの周辺温度で充
電します。

直射日光や火に投げ込むなど
の形で、 45°C/113°F以上に加
熱しないでください。

装置に明らかな故障がある場
合には、バッテリーをすぐに
取り外してください。

故障したバッテリーは使用
しないでください。

バッテリーを装着した装置は
使用後に電源を切ります。

長期間使わない場合には装置
からバッテリーを取り外して
ください。

Sennheiser の純正バッテリー
のみを使用してください。

使用済みバッテリーは収集場
所に廃棄するか、または専門
店に返却します。

www.sennheiser.com

www ､箍ﾊ

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
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Sennheiser ADN 会議システム

Sennheiser ADN 会議システム
ADN という名称は、新世代デジタル会議システム、Audio Distribution Network

を意味します。多様な機能により、ADN会議システムは、様々な要求に最適に
対応することができます。
本システムには以下のような特徴があります：
• 出席者 400人までの会議に対応する最新の会議技術
• 高品質マイクとダブルスピーカとにより、どのような会議場でも音声が聞
き取りやすい

• 近代的な会議場にも伝統的な会議場にも調和統合する印象的なデザイン
• 最新の伝送技術に裏づけされた高い動作信頼性
• 有線または移動可能なワイヤレスマイクユニットにより、様々な広さおよ
び参加人数に迅速かつ簡単に対応

• リダンダントな配線またはワイヤレスモード時のダイナミックな周波数マ
ネージメントによるフェイルセーフの音声伝送

• ソフトウェア「Conference Manager」または操作メニューによる直感的な
設定および制御

• USB大容量記憶装置へ会議を録音できる

ワイヤレスコンポーネントには以下のような特徴があります：
• 故障なく作動するためのダイナミックな周波数マネージメント
• 許可のいらない最大 28の周波数チャネルによって国際的な使用が可能
• 伝送データの 128バイト AESコード化
• システムの自動設定による簡単な作動
• 最大 20時間のワイヤレスマイクユニット作動時間
• 有線とワイヤレスとのシステムコンポーネント間の拡張およびハイブリッ
ドモードが簡単に行える
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同梱されているシステムコンポーネント

ADN 標準システムコンポーネント

セントラルユニット ADN CU1 ADN CU1 セントラルユニット 1 台
電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の電
源プラグ付き）、長さ　1.8 m　1個
取扱説明書 1部
付録　安全に関する情報　1部
DVD-ROM (「Conference Manager」ソフトウェア、「ADNCableCalculator」
ソフトウェア、会議システム全体のシステム取扱説明書 (PDF ファイル )を
含む）　1枚

電源供給 ADN PS ラックイヤー取り付け済みの電源 ADN PS　1個
電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の電
源プラグ付き）、長さ　1.8 m　1個
取扱説明書 1部
付録　安全に関する情報　1 部

出席者用マイクユニット ADN D1 出席者用マイクユニット ADN D1　1台
取扱説明書 1部

議長用マイクユニット ADN C1 議長用マイクユニット ADN C1　1台
取扱説明書 1部

システムケーブル SDC CBL RJ45、さまざまな長さで入手可能です (2 m ～ 50 m、 「コンポーネン
トとアクセサリ」 章の 237ページを参照 )。

ADN ワイヤレスコンポーネント

アンテナモジュール ADN-W AM アンテナモジュール ADN-W AM バーアンテナ 3 本付き 

（ADN-W AMまたは ADN-W AM-USバージョン）　 1台
システムケーブル SDC CBL RJ45-5、長さ 5 m　 1本
ねじ式インサート（5/8インチ～ 3/8インチ）　 1本
取扱説明書 1部

出席者用ワイヤレスマイクユニット
ADN-W D1 のコンソール

出席者用マイクユニット ADN-W D1 

（バッテリーおよびグースネックマイクなし ）　1台
取扱説明書 1部

議長用ワイヤレスマイクユニット
ADN-W C1 のコンソール

議長用マイクユニット ADN-W C1 

（バッテリーおよびグースネックマイクなし ）　1台
取扱説明書 1部

ワイヤレスマイクユニット用
バッテリー ADN-W BA

リチウムイオンバッテリ [ー ADN-W BA　1台
取扱説明書 1部

ワイヤレスマイクユニット用
グースネックマイク

ADN-W MIC 15-39（長さ 39 cm、KE 10 マイクカプセル）　1 台または
ADN-W MIC 36-29（長さ 29 cm、ME 36 マイクカプセル）　1 台または
ADN-W MIC 15-50（長さ 50 cm、KE 10 マイクカプセル）　1 台または
ADN-W MIC 36-50（長さ 50 cm、ME 36 マイクカプセル）　1 台
取扱説明書 1部



ADN Digital Conference System | 9

同梱されているシステムコンポーネント

出席者用ワイヤレスマイク
ユニットセット

ワイヤレスマイクユニット ADN-W D1のコンソール　1 台
バッテリー ADN-W BA　1 台
グースネックマイク（バージョンに応じて、ADN-W MIC 15-39 または 36-29）1 

個
取扱説明書（ワイヤレスマイクユニット、バッテリーおよびグースネック
マイク用各  3 部）

電源ユニット NT 12-50C マイクユニットバッテリー ADN-W BA の充電用またはアンテナモジュール
ADN-W AMのオプションの電源供給用電源ユニット
電源ユニット NT 12-50C　 1台
電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の
電源プラグ付き）、長さ　2.5 m　 1本
取扱説明書 1部

最大 10 台のマイクユニット
バッテリー用充電ユニット

ADN-W L 10

充電ユニット ADN-W L 10　 1台
電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の
電源プラグ付き）、長さ　1.8 m　 1本
取扱説明書 1部
付録　安全に関する情報　1 部

輸送コンポーネント

以下の輸送コンポーネントが準備されています：
• ADN-W CASE BASE、キャスター付きケース底面およびケースカバー
• セントラルユニット、アンテナモジュールおよびアクセサリなどの輸送
ケース ADN-W CASE CENTRAL

• ワイヤレスマイクユニット 10 台の収納ボックス付き輸送 / 充電ケース
ADN-W CASE UNITS 

輸送 /充電ケース
ADN-W CASE UNITS

ワイヤレスマイクユニット 10台の収納ボックス付き輸送 /充電ケース
ADN-W CASE UNITS　1個
電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の
電源プラグ付き）、長さ　1.8 m （電源ケーブルなしも入手可能）　1本
取扱説明書  1部
付録　安全に関する情報 　1 部

輸送ケース ADN-W CASE CENTRAL セントラルユニット、アンテナモジュールおよびアクセサリ用輸送ケース
ADN-W CASE CENTRAL 　1個

ADN-W CASE BASE

ケース底面およびケースカバー
ADN-W CASE BASE 　1個
• キャスター付きケース底面装備
• ケースカバー装備

ワイヤレスマイクユニット 20台用
の輸送 /充電ケースセット

ADN-W CASE KIT 20

ADN-W CASE BASE、キャスター付きケース底面およびケースカバー 　1個
ワイヤレスマイクユニット 10台の充電ボックス付き輸送 /充電ケース 

ADN-W CASE UNITS 　2個
電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の
電源プラグ付き）、長さ　1.8 m（電源ケーブルなしも入手可能）　2本
取扱説明書  1部
付録　安全に関する情報　1 部

このモジュールは個別に使用することも、自由に組み合わせて使用す
ることもできます（227ページを参照）。
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コンポーネントの説明
有線の会議モードには、以下のものが必要です：
• ADN CU1 セントラルユニット 1台
• 出席者用マイクユニット ADN D1（最大 400 人の出席者用マイクユニット
の使用が可能です）

• 議長用マイクユニットADN C1 (発言権付与のため、オプションで最大 10の
議長用マイクユニットの使用が可能です )

• システムケーブル SDC CBL RJ45 (さまざまな長さで入手可能です )

• 電源供給 ADN PS (オプションで、出席者 400人までの会議用に、シングル
またはリダンダントな配線で、会議システムごとに最大 15台の ADN PSの
使用が可能です。正確な計算にはソフトウェア「ADN Cable Calculator」を
使用します )

• 会議を設定し、制御するためのソフトウェア「Conference Manager」（オプ
ション）：
• モニタ、マウス、キーボードを使ってセントラルユニット上で使用でき
ます

• イーサネット接続を使って別の Windows パソコン上で使用できます

ADN PS ADN PS

ソフトウェア 
「会議マネージャ」

ADN CU1

最大40台
ADN D1/ADN C1

最大 15 ADN PS
最大400台 

ADN D1/ADN C1

ADN PS あたり
簡単な配線付き 

最大70台 ADN D1/ADN C1

ADN PS あたり 
リダンダントな配線付き 
最大40台 ADN D1/ADN C1

会議 
出席者最大 40人まで 出席者最大400人までの会議
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コンポーネントの説明

ワイヤレスの会議モードには、以下のものが必要です：
• ADN CU1 セントラルユニット 1台
• 少なくとも 1台のワイヤレスマイクユニット用アンテナモジュール 

ADN-W AM

• 出席者用ワイヤレスマイクユニット ADN-W D1（最大 150人の出席者用マ
イクユニットの使用が可能です）

• 議長用ワイヤレスマイクユニット ADN-W C1 (発言権付与のため、オプショ
ンで最大 10台の議長用マイクユニットの使用が可能です )

• 会議を設定し、制御するためのソフトウェア「Conference Manager」：
• モニタ、マウス、キーボードを使ってセントラルユニット上で使用でき
ます

• イーサネット接続を使って別の Windows パソコン上で使用できます

会議の録音にはオプションで以下のものが必要です：
• USB大容量メモリ（外部ハードディスクなど）

有線マイクユニット ADN C1 および ADN D1、ワイヤレスマイクユニッ
ト ADN-W C1 および ADN-W D1 を自由に組み合わせることができます
（ハイブリッドモード）。ただし、規定が守られていなければなりませ
ん（最大 400 台のマイクユニット、そのうちワイヤレスマイクユニッ
ト最大 150台、 56ぺージを参照 )。

ADN CU1

CU1 1台あたり最大150台のマイクユニット
アンテナモジュール 1台あたり最大75台のマイクユニット

 75...

ADN CU1 ADN-W AM

> 1 m > 0,5 m> 0,5 m > 0,5 m

最大50 m

ADN-W AM

3214

PO
RT

 II

PO
RT

 I

ソフトウェア 
「会議マネージャ」

ADN CU1

HDD

• REC
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出席者用マイクユニット ADN D1

ウィンドシールド付きサウンド
インレットバスケット
ライトリング
ヘッドホンジャック
ヘッドホン用音量コントローラー
マイクボタン 

マイクボタン LED

ラウドスピーカー 

入力ジャック IN

出力ジャック OUT

型番プレート（下面を参照）

:

2

1

A B

3
6

7

8

9

1

2

3

6

7

8

9

<

A

B
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コンポーネントの説明

議長用マイクユニット ADN C1

ウィンドシールド付きサウンド
インレットバスケット
ライトリング
ヘッドホンジャック
優先ボタン
「次へ」ボタン
ヘッドホン用音量コントローラー
マイクボタン 

マイクボタン LED

ラウドスピーカー 

入力ジャック IN

出力ジャック OUT

型番プレート（下面を参照）

:

2

1

A

3
6

5
4

7

8

9

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

A

B
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出席者用ワイヤレスマイクユニット ADN-W D1

D

D

C

9

8

7
6 3

A
D

N
-W

 M
IC 15-50

A
D

N
-W

 M
IC 15-39

A
D

N
-W

 M
IC 36-29

A
D

N
-W

 M
IC 36-50

E

B

A

<

A

<

A

<

A

<

1

2

1

2

1

2

1

2

ウィンドシールド付きサウンドイ
ンレットバスケット
ライトリング
ヘッドホンジャック
ヘッドホン用音量コントローラー
マイクボタン 

マイクボタン LED

ラウドスピーカー
固定用ねじ山
スライディングコンタクト
マイク接続部

バッテリー ADN-W BA

用インサートレール
バッテリー ADN-W BA用接続部
型番プレート

1

2

3

6

7

8

9

<

A

B

C

D

E
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コンポーネントの説明

議長用ワイヤレスマイクユニット ADN-W C1

9

8

7
6

5
4

3

B

D

D

CA
D

N
-W

 M
IC 15-50

A
D

N
-W

 M
IC 15-39

A
D

N
-W

 M
IC 36-29

A
D

N
-W

 M
IC 36-50

E

A

<

A

<

A

<

A

<

1

2

1

2

1

2

1

2

ウィンドシールド付きサウンド
インレットバスケット
ライトリング
ヘッドホンジャック
優先ボタン
「次へ」ボタン
ヘッドホン用音量コントロー
ラー
マイクボタン 

マイクボタン LED

ラウドスピーカー
固定用ねじ山
スライディングコンタクト
マイク接続部

バッテリー ADN-W BA 用
インサートレール
バッテリー ADN-W BA用接続部
型番プレート 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

A

B

C

D

E
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リチウムイオンバッテリー ADN-W BA

ステータス LEDの概要

充電レベル表示 は、5つの LEDに分けられ、ボタン で呼び出すことがで
きます。充電中は、充電された容量が LEDで示されます。

バッテリー状態表示
HF電波状態表示
充電ケース ADN-W CASE UNITS用
充電コンタクト
電源ユニット NT 12-50C

用ジャック

充電レベル表示用ボタン
充電レベル表示
ワイヤレスマイクユニットおよび
充電ユニット ADN-W L 10

用コンタクト
ロッククリップ
型番プレート

1

2

3 4

8

7

7

5

6

9

5

再充電可能なリチウムイオンバッテリーパック

商品番号： 504744 シリアル番号：

MADE IN POLAND

定格電圧/容量/エネルギー： 7.4V/7.8Ah/57.72Wh
充電電圧/電流： 12V/2.5A
2ICR19/65-3

ADN-W BA

リチウムイオン

リストに記載

C US

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2

ステータス LED 色 意味
バッテリーの
状態表示

– 充電容量 5～ 100%

オレンジ、ゆっくりと
点滅

充電容量 < 5%、
バッテリーがほとんど空です

オレンジ、速く点滅 バッテリーが故障しています
オレンジ、常時点灯 バッテリー充電中

HF電波状態
表示

– 良好な伝送クオリティ
青、ゆっくりと点滅 一時的な伝送障害
青、速く点滅 継続的な伝送障害

1

2

1 2 3 4 5

5
6

LED 色 残りの容量 残りの作動時間
1 赤 約 0～ 19% 約 0～ 4時間
2 オレンジ色 約 20 ～39% 約 4 ～ 8 時間
3 オレンジ色 約 40 ～59% 約 8 ～ 12 時間
4 緑色 約 60～ 79% 約 12 ～ 16 時間
5 緑色 約 80 ～100% 約 16 ～ 20 時間

6 5

6
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コンポーネントの説明

ワイヤレスマイクユニット ADN-W MIC 15/

ADN-W MIC 36用グースネックマイク

ウィンドシールド付きサウンドイ
ンレットバスケット
ライトリング 

固定用ねじ山
ワイヤレスマイクユニットコン
ソールへの接続用スライディング
コンタクト

4

4

3

3

1 2

1 2

1 2

1 2ADN-W MIC 15-50 = 50 cm

ADN-W MIC 15-39 = 39 cm

ADN-W MIC 36-50 = 50 cm

ADN-W MIC 36-29 = 29 cm

1

2

3

4
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アンテナモジュール ADN-W AM

7

7

7

6

6

6

95 mm

543

9
8

1 2

8

1 A

::

::

ヒューズコード用留め環
テンションリリース
出力ジャック
入力ジャック
オプション電源ユニット
NT 12-50C用ジャック
アンテナ

アンテナのキャップナット
壁固定用留め環
三脚取付ねじ 5/8インチ 

ねじ式インサート 3/8インチ付き
ラバーベース
型番プレート

1

2

3

4

5

6

7

8

9

>

A
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コンポーネントの説明

電源ユニット NT 12-50C

この電源ユニットは、マイクユニットバッテリーADN-W BA のオプションの充
電およびアンテナモジュール ADN-W AMのオプションの電源供給に用います。

電源プラグ付き電源ケーブル
（バージョンに応じて、EU仕様、
英国仕様または米国仕様の電源
プラグ付き）
フォーンプラグ

電源ケーブル用 Euro-8 ジャック

NT 12-50C

EU
UK
US

2

3

1

1

2

3
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セントラルユニット ADN CU1

A 前面
オン /オフスイッチ
標準ディスプレイボタン
ディスプレイ
ジョグダイヤル
中止ボタン ESC

B 背面
音声入力 IN

音声出力 OUT

マイクユニット用接続ジャック /

ADN PS/ADN-W AM PORT II (RJ45)

マイクユニット用接続ジャック /

ADN PS/ADN-W AM PORT I (RJ45)

モニタ出力 VGA 

USBジャック  (2x)

ネットワークジャック (RJ45)

ファン
電源接続
型番プレート
危険警告

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100-240V~
50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

ADN CU1

ESC

6 7 8 9 @ A B C
F E

D

1 2 3 4 5

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C 

D

E

F
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コンポーネントの説明

ディスプレイの概要

スイッチをオンにすると、セントラルユニットのディスプレイにプログレス
バーが表示され（スタートプロセス「Systemstart ...」とセルフテスト「Selftest ...」
のため )、次に標準ディスプレイが表示されます：

シンボル 可能性な表示 /機能
会議モード 現在設定されている会議モード :「ダイレクト」、

「オーバー」、「押して話す」、「リクエスト」
会議チャンネル音量 マイクユニットラウドスピーカーの設定音量
マイクユニットの数 会議システムに接続されたマイクユニットの数

（有線または無線）
接続状態 セントラルユニットは「Conference Manager」

ソフトウェアおよび /またはメディア制御と
接続されていません。
セントラルユニットは「Conference Manager」
ソフトウェアおよび /またはメディア制御と
接続されています。

構成変更 最後の初期化の後にマイクユニットの配線に
エラーや変更があると、このアイコンが表示
されます（102ページを参照）。

ケーブルエラー マイクユニットがセントラルユニット
ADN CU1と正しく接続されていないと、
このアイコンが表示されます（102ページを
参照）。

短絡メッセージ マイクユニットの配線に短絡があると、こ
のアイコンが表示されます（102ページを
参照）。ディスプレイが赤色に点灯します。

警告メッセージ エラーや変更があると、このアイコンが表示
されます（102ページを参照）。故障の場合、
ディスプレイが赤色に点灯します。

録音 会議が録音中である場合に、このアイコンが
表示されます（122ページを参照）。
記憶域が少ないと、このアイコンが点滅し
ます。
録音が終了した後にまだ大容量記憶装置へ
データが書き込み中であると、このアイコン
が表示されます。 
録音が失敗した場合に、このアイコンが表示
されます。ディスプレイが赤色に点灯します。

ボタンロック
（83ページを参照）

セントラルユニットのボタンロックが無効
です。
セントラルユニットのボタンロックが有効
です。

ダイレクト 30  D1/C1
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「Conference Manager」ソフトウェア
ソフトウェア「Conference Manager」を使って、会議全体をウィンドウズ PCか
ら、または直接セントラルユニット ADN CU1 から設定し制御できます。

ソフトウェアに関する情報は、 「「Conference Manager」ソフトウェアを使用す
る」章の 125ページに記載されています。
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コンポーネントの説明

電源供給 ADN PS

ステータス LEDの概要

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240V     
50/60Hz 385W

PORT I & PORT II：最大合計 5.25A

6 7 8 9 0 A
C

DE

B

21 3 4 5

15

ADN PS

1

A 前面
ラックイヤー
オン /オフスイッチ
接続ポート 1 および 2用
のステータス LED PORT I 

接続ポート 1および 2用
のステータス LED PORT II

ステータス LED POWER

B 背面
マイクユニット ADN-W AM用接続
ジャック (RJ45) PORT I 出力 1

マイクユニット ADN-W AM用接続
ジャック (RJ45) PORT I 出力 2

マイクユニット ADN-W AM用接続
ジャック (RJ45) PORT II 出力 1

マイクユニット ADN-W AM用接続
ジャック (RJ45) PORT II 出力 2

セントラルユニット ADN CU1または電
源供給 ADN PS 用の入力ジャック (RJ45) 
DATA CU/PS

その他の電源供給 ADN PS用の出力
ジャック (RJ45) DATA PS

ファン
電源接続
型番プレート
危険警告プレート

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

A

B

C

D

E

ステータス LED 色 意味
POWER 緑色 ADN PSのスイッチがオン
PORT I /Port II

接続ポート 1/2

– 割り当てなし、スイッチオフ
オレンジ色 マイクユニットの直列配線
緑色 接続ポート 1および 2を介したマイクユ

ニットのリダンダントなリング配線
オレンジ、
点滅

マイクユニット配列でのエラー、
接続がオフ

5

3 4
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システムケーブル SDC CBL RJ45

システムケーブルは、デジタル音声情報とステータス情報を伝送して、マイク
ユニットおよびアンテナモジュールに電源を供給します。
シールドされていない Cat-5標準ケーブル (AWG 26) は使用しないでください。

RJ45シールドプラグ、等級 5

折れ防止付きグレーシールドプラグ
丸型、黒色 STPデータケーブル、等級 5、24 AWG

折れ防止付き黒色シールドプラグ

充電ユニット ADN-W L 10

P

R

P

Q

S

P

Q

R

S

4

6

7

6

6

6

7

6

6

3
2

1

1

8 9
<

5

ADN-W L 10

MADE IN GERMANY

商品番号： 504749   シリアル番号： XXXXXXXXXX 
～100～240V、50/60Hz   最大電力消費量： 250 W 

15

バッテリー ADN-W BA 10個用
充電ボックス 

充電レベル表示用ボタン
作動表示、緑で点灯
充電プロセスの状態表示
オン /オフスイッチ

19インチラックへの取付け用
固定ボア
ファン
電源接続
電源ヒューズ
型番プレートおよび危険警告
プレート

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<
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コンポーネントの説明

充電ユニット ADN-W L 10および ADN-W CASE UNITSの状態表示の概要

充電プロセスの状態表示  は、 10個の LEDに分割されています。  ボタンに
よって、以下の 2種類の充電レベル表示の間で切り換え、充電された容量を確
認することができます：
1. 全体のモニター
2. 個々のボックスのモニター（充電ボックス 1～ 10を続けて選択）

全体のモニター それぞれの LEDが、充電ボックスに割り当てられています。 

個々のボックスのモニター 充電ボックス 1～ 10を続けて選択するには：
� ボタンを押します。
それぞれ選択された充電ボックスは、緑で点灯している LED 1～ 10で表示さ
れます（充電ボックス 2 の例を参照）。その隣にある 5つの LED列は、充電
レベルを細かく示しています（完全に充電されたバッテリ の例を参照）。

最後にボタンを押してから 5秒後に、個々のボックスのモニター表示が再び全
体のモニター表示に戻ります。

4 2

LED 色 充電された容量
1～ 10 – スタンバイモード、バッテリがセットされ

ていないか、電源に接続されていません。
赤 約 0 ～19%

オレンジ色 約 20 ～94%

緑色 約 95 ～100%

連続の容量モニターによる充電時間 4時間
赤、速く点滅 バッテリーの温度が高すぎます。
赤、ゆっくりと点滅 バッテリーが故障しています。

4

2

A

B

4

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

ADN-W L 10

ADN-W CASE UNITS

LED 色 達成された容量
1または 6 緑色 約 80 ～100%

連続の容量モニターによる充電時間
4時間

2または 7 緑色 約 60 ～79%

3または 8 オレンジ色 約 40～ 59%

4または 9 オレンジ色 約 20 ～39%

5または 10 赤 約 0 ～19%

5または 10 赤、速く点滅 バッテリーの温度が高すぎます。
5または 10 赤、ゆっくりと点滅 バッテリーが故障しています。

LEDの文字は充電ユニット ADN-W L 10にのみあります。

4
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輸送 / 充電ケース ADN-W CASE 

輸送ケース ADN-W CASE CENTRAL

ADN-W CASE BASE ケースカバー
セントラルユニット、アンテナモ
ジュール、充電ユニット ADN-W 

L 10、電源ユニット、電源ケーブ
ルおよびその他のアクセサリ用輸
送ケース ADN-W CASE CENTRAL 

ワイヤレスマイクユニット 10台
の収納ボックス付き輸送 / 充電
ケース ADN-W CASE

ADN-W CASE BASE キャスター付き
ケース底面

このモジュールは個別に使用することも、自由に組み合わせて使用す
ることもできます（227ページを参照）。

1

2

3

4

1

2

3

4

セントラルユニット ADN CU1用ボックス
オプション電源ユニット NT 12-50C用
ボックス
ケーブルおよびアクセサリ用ボックス
アンテナモジュール ADN-W AM用
ボックス
スポンジ製の仕切り
バッテリー ADN-W BA 10個用ボックス

バタフライキャッチ
電源ユニット NT 12-50C 10個用
ボックス（電源ケーブルなし）
NT 12-50C用電源ケーブル 10

本およびアクセサリ用ボックス
運搬用ハンドル、収納可能
充電ユニット ADN-W L 10用
ボックス

1

A

2
3

4

6

7

7

7

8

9

<

<

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A
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コンポーネントの説明

輸送 / 充電ケース ADN-W CASE UNITS

ステータス LED の概要 充電プロセスのステータス表示は充電ユニット ADN-W L 10のステータス表示
と同じです（25ページを参照）。

ADN-W CASE BASE 

ケースカバー装備

ケース底面

ワイヤレスマイクユニット 10台用充
電ボックス（バッテリ ADN-W BAセッ
ト済み）
充電レベル表示用ボタン
作動表示、緑で点灯
充電プロセスのステータス表示
ファン
電源ヒューズ

電源接続
オン /オフスイッチ
運搬用ハンドル、収納可能
型番プレートおよび危険警
告プレート
バタフライキャッチ

3
4

2

9

6
7

8

5

A

1 

A

A

9

9

9

5

<

15

～100～240V    50/60Hz    最大電力消費量： 250W
ART. 番号： 504956 SER. 番号： XXXXXXXXXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<

A

1

1

1

1

バタフライキャッチ
キャスター

ロック可能キャスター

1

1

3

1

2

3 

1
2

1

2

3
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会議システムの構成と制御を計画する
ADN会議システムは、最大 400台のマイクユニット（ワイヤレスマイクユニッ
ト最大 150 台）を使用する会議向けに設計されています。有線マイクユニッ
ト ADN C1および ADN D1、ワイヤレスマイクユニット ADN-W C1および ADN-W

D1 を自由に組み合わせることができます。ただし、規定が守られていなけれ
ばなりません（「会議システムを構成する」 56ぺージを参照）。

議長および出席者用マイクユニットの数
ADN 会議システムには、以下の 2 つの異なるタイプのマイクユニットが準備
されています：
• 出席者用マイクユニット 会議チャンネルの聴講および発言用
• 議長用マイクユニット 会議チャンネルの聴講、発言および会議の司会用
マイクユニットの数は合計 400 台に制限されています（ワイヤレスマイクユ
ニット最大 150 台）。常時発言権のある議長用マイクユニットとしては、1つ
の会議システムの中で最大10台の議長用マイクユニットしか使用できません。
しかし、この場合、発言用の 10チャンネルがすべて議長用マイクユニットに
割り当てられているため、出席者用マイクユニットは聴講用にしか使用するこ
とはできません。
推奨：議長用マイクユニットは最大 9台を使用し、出席者用マイクユニットに
よる発言のためにチャンネルが使用できるようにします。

有線マイクユニットおよびシステムコンポーネント
の供給電圧の計算
ソフトウェア「ADN Cable Calculator」を使って、直列配線またはリング配線
の各ケーブル区間で有線マイクユニットの供給電圧を計算し、コンポーネン
トの構成を計画できます。このソフトウェアは DVD-ROM（ADN CU1同梱品）
にあります。または、Sennheiser 代理店およびインターネットサイト
www.sennheiser.comのダウンロードページで入手できます。
ソフトウェア「ADN Cable Calculator」の使用方法やインストールに関する詳細
は 35ページに記載されています。

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
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会議システムの構成と制御を計画する

有線会議システムの構成

有線マイクユニットによる構成の基本規定事項

作動させるには、全ての有線マイクユニットに最低 35 V の電圧が供給されて
いる事を確認します。電源は、使用するマイクユニットの数とケーブルの長さ
によって異なります。セントラルユニットまたは電源から最初のマイクユニッ
トまでの通常のケーブルの長さは最大 50 m で、各マイクユニット間は 2 ～
5 mです。
ケーブルの長さを考慮して、以下の数のマイクユニットが確実に動作するよう
にします。
• セントラルユニット ADN CU1だけを使用する小規模の会議

• シングル配線でマイクユニット 30～ 40台
• セントラルユニットADN CU1と最大 15台の電源ADN PSを使用する大規模
な会議
• シングルまたはリダンダントな配線でマイクユニット最大 400台
電源 ADN PSあたり
• シングル配線でマイクユニット 60～ 70台
• リダンダント配線でマイクユニット 30～ 40台

ケーブルが短くても、場合によってはより多くのマイクユニットを接続できます。
どのような構成でも、出席者用マイクユニット ADN D1と議長用マイクユニッ
ト ADN C1は任意の順序で組み合せる事ができます。会議システムのコンポー
ネントは全て、システムケーブル SDC CBL RJ45で相互に接続します。

シングル配線による小規模な会議

マイクユニット約 30 ～ 40 台までの小規模な会議には、会議を制御するため
のセントラルユニット ADN CU1 が必要です。マイクユニットは 2 列のケーブ
ル配線でセントラルユニットに直接接続します ( 57ページを参照）。

PORT IPORT II

ADN CU1

最大50 m  約 2 ～ 5 m

52.8 V  >35 V 

 20 1  2  3 ～
 約 2 ～ 5 m

最大40台
ADN D1/ADN C1

ADN CU1

ADN CU1

ESC

ADN CU1

ESC
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シングル配線による大規模な会議

最大数のマイクユニット（最大 400 台まで可能）によって会議システムを構
成するには、会議を制御するためのセントラルユニット ADN CU1 とマイクユ
ニットに電力供給するための別の電源供給 ADN PSが必要です。マイクユニッ
トは、電源供給 ADN PSあたり 4列のケーブル配線で接続します（58ページを
参照）。

PO
RT

 I/
II

PO
RT

 I 
2

PO
RT

 I 
1 PO

RT II 1
PORT II 2

ADN PS (最大 15)

ADN CU1

最大50 m  約 2 ～ 5 m  約 2 ～ 5 m

52.8 V  >35 V 

 20 1  2  3 ～
最大50 m

ADN CU1 ADN PS

最大70台
ADN D1/ADN C1

ADN CU1

ESC

ADN CU1

ESC



ADN Digital Conference System | 31

会議システムの構成と制御を計画する

リダンダント配線による大規模な会議

リダンダントなリング配線は、マイクユニットやシステムケーブルの故障や取
り扱いの際にもケーブルリングの他のマイクユニット全てが確実に機能する
事を保証します。
リダンダントなリング配線で会議システムを構成するには、会議を制御するた
めのセントラルユニット ADN CU1 とマイクユニットへ電力を供給するための
別の電源供給 ADN PS が必要です。マイクユニットは、電源供給 ADN PS ごあ
たり 2つのリングで接続します（60ページを参照）。

配線にあたっては、前提条件を順守する限り各電源供給 ADN PSで異な
る構成（シングル配線またはリング配線）を組み合せられます（58 ペー
ジおよび 60ページを参照）。

PO
RT

 I/
II

ADN PS (最大 15)

ADN CU1

最大50 m  約 2 ～ 5 m  約 2 ～ 5 m

52.8 V  >35 V 

 20 1  2  3 ～
最大50 m

ADN CU1 ADN PS

最大40台
ADN D1/ADN C1

PO
RT

 I 
2

PO
RT

 I 
1 PO

RT II 1
PORT II 2

ADN CU1

ESC

ADN CU1

ESC
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ワイヤレス会議システムの構成

ワイヤレスマイクユニットによる構成の基本規定事項

ワイヤレスマイクユニット ADN-W C1および ADN-W D1は、システムケーブル
を介してセントラルユニット ADN CU1 に接続されているアンテナモジュール
ADN-W AM に無線で接続されています。このアンテナモジュール ADN-W AM

は、最大 75台のワイヤレスマイクユニットを処理することができます。ワイ
ヤレスマイクユニットはバッテリーによって簡単かつフレキシブルに使用す
ることができます。システムケーブルによるアンテナモジュールの電源供給が
十分ではない場合は、電源ユニット NT 12-50Cによるアンテナモジュール専用
の電源供給が必要です。

ワイヤレス会議システム

ワイヤレス会議システム（最大 150台のマイクユニットが可能）の構成には、
会議を制御するセントラルユニット ADN CU1 および少なくとも 1 台のワイヤ
レスマイクユニット用アンテナモジュール ADN-W AM（受信範囲約 30 m）が
必要です。 

ADN-W AM

3214

CU1 1台あたり最大150台のマイクユニット
アンテナモジュール 1台あたり最大75台のマイクユニット

 75...

ADN CU1 ADN-W AM

> 1 m > 0,5 m> 0,5 m > 0,5 m

PO
RT

 II

PO
RT

 I

最大50 m
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会議システムの構成と制御を計画する

有線マイクユニットとワイヤレスマイクユニットと
を組み合せた構成（ハイブリッドモード）
有線マイクユニット ADN C1 および ADN D1、ワイヤレスマイクユニット
ADN-W C1 および ADN-W D1 を自由に組み合わせることができます（ハイブ
リッドモード）。ただし、規定が守られていなければなりません（56ぺージを
参照 )。

ADN-W AM

ADN PS (最大 15)

ADN CU1

最大400台
ADN D1/ADN-W D1/ADN C1/ADN-W C1

最大150台
ADN-W D1/ADN-W C1

ADN CU1

ESC

ADN PS ADN PS

ADN-W D1/
ADN-W C1

ADN D1/
ADN C1

ADN D1/
ADN C1
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会議システムの構成と制御
会議システムの設定には、セントラルユニットの操作メニューまたは
「Conference Manager」ソフトウェアのいずれかを使用できます。しかし、ワ
イヤレスモードの全機能範囲を設定するにはソフトウェアを使用しないとで
きません。ソフトウェアを使って、グラフィカルインターフェース経由で会議
を制御およびモニターできます：

「Conference Manager」ソフトウェアは 2 つの方法で使用できます :

1. セントラルユニット内蔵 PCのプログラムとして
このためには、制御用のディスプレイ、キーボードおよびマウスをセント
ラルユニットに接続します（126ページを参照）。

2. Windows-PCのプログラムとして
このためには、PC へソフトウェア「Conference Manager」をインストール
し、PCとセントラルユニットをネットワークで接続します （127ページを
参照）。

音声信号の入出力
XLRポート経由で、会議チャンネルを外部オーディオ機器で出力、または外部
オーディオ信号を会議チャンネルで出力できます（75ページを参照）。
会議を録音するには、セントラルユニット ADN CU1の録音機能を利用すること
ができます。会議チャンネルおよびマイクユニットの全チャンネルがwavフォー
マットのオーディオデータとして USB 大容量メモリに保存されます（122 ペー
ジを参照）。

メディア制御システムへの統合
ADN会議システムはメディア制御システムに完全に統合できます。会議システ
ムの全ての機能は、メディア制御のプログラマブル・コマンドで監視し、制御
できます（80ページを参照）。

機能 操作メニュー
「Conference Manager」
ソフトウェア

会議を設定する

ワイヤレスモードの設定 限定的*

* 操作メニューからは動的周波数マネージメントだけが利用可能であり、ワイヤレ
スマイクユニットのみ自動的に登録することができます（「アクセスモード –オー
プン」）。手動による周波数選択および閉じられた登録モードのための手動による
ワイヤレスマイクユニット登録は、ソフトウェア「Conference Manager」でのみ可
能です。

グラフィカルインター
フェース経由で会議を制
御する
ワイヤレスモードのモ
ニター

「Conference Manager」ソフトウェア

ADN CU1

 1  2

ADN CU1

ESC
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「ADN Cable Calculator」ソフトウェアを使用する

「ADN Cable Calculator」ソフトウェア
を使用する
「ADN Cable Calculator」を使って、直列配線またはリング配線の各ケーブル区
間で有線マイクユニットの供給電圧を計算できます。ワイヤレスマイクユニッ
トの作動には、正しい電源供給を確実に行うために、アンテナモジュール
ADN-W AMの構成を計画することができます。計画の後に何の警告もなく、ソ
フトウェアで計算されたように会議システムが構成されていれば、仕様書の範
囲内での会議システムの動作は保証されます。

システム要件

ADN Cable Calculatorのインストール

ソフトウェアをインストールするには、管理者の権利が必要です。
� 実行中の全てのアプリケーションを終了してください。
� 付属の DVD-ROMに入っているファイル「ADN Cable Calculator」の中のデー
タファイル「ADNCableCalcSetupexe」を起動します。
ユーザー同意書に同意すると、確認メッセージが表示されます：

ソフトウェア「ADN Cable Calculator」は英語版でのみ提供されています。

コンポーネント 要件
パソコン x86-CPU搭載の標準 PC

オペレーティング
システム

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

以下では、Windows 8搭載の PCへソフトウェア「ADN Cable Calculator」
をインストールする方法を説明しています。Windows XP、Windows Vista

または Windows 7 の場合も、類似の方法でインストールできます。 
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�「Next」をクリックします。
ソフトウェアのインストール場所を選択するための選択ウィンドウが表示
されます。

� デフォルトを使用するか、またはパスを選択してください。
�「Next」をクリックします。
選択したインストール設定の概要が表示されます。

� 要点を確認し、「Next」をクリックします。
インストールが実行され、確認が表示されます。

�「Close」をクリックします。
ソフトウェアは正常にインストールされました。
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ADN Cable Calculatorを使用する
「ADN Cable Calculator」ソフトウェアを使用し、ケーブル長とマイクユニット
数を計算する :

� スタートメニューまたはデスクトップのショートカットから「ADN Cable

Calculator」ソフトウェアを起動します。

ケーブルの電圧降下の計算に関する詳しい情報と処理方法については、「AND

Cable Calculator」ソフトウェアのヘルプを参照してください。
� メニューバーの「Help」>「Help ...」をクリックするか、または F1キーを押
します。

ADN Cable Calculator のアンインストール
ソフトウェア「ADN Cable Calculator」は、DVD-ROM に入っているインストー
ルアシスタント、または Windows システム制御 ( カテゴリー「Software」の
「ADN Cable Calculator」) からアンインストールできます。
インストールアシスタントを使ってアンインストールする場合は、修理モード
でこのアシスタントが自動的に起動します：
� 付属の DVD-ROMに入っているファイル「ADN Cable Calculator」の中のデー
タファイル「ADNCableCalcSetup.exe」を起動します。

�「Remove ADN Cable Calculator」を選択します。

�「Finish」をクリックします。 
ソフトウェアはアンインストールされました。
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会議システムを始動する

セントラルユニット ADN CU1を準備する

セントラルユニットを設置する、または取り付ける

セントラルユニットを平らな面に設置する場合 :

� ファンの開口部を塞がないよう、ご注意ください。
� 図にあるようにセントラルユニットを設置します。

セントラルユニットを 19" ラックに取り付ける場合は、追加コンポーネントを
使ってセントラルユニットをラックに支えて固定します。

注意

ラック取り付けの際には、物的損害や人的損害が生じる危険があ
ります !

製品を閉じた 19"ラックに組み込む場合、または、他の製品と一
緒に多層式ラックに取り付ける場合
• ラック内の温度が大幅に上昇する可能性があります。
• ケースやケーブルなどに大きな機械的負荷がかかる可能性が
あります。

• 各電源ユニットの危険のない漏れ電流が蓄積されて、許容さ
れた限界値を超える可能性があります。

これは、人的損害や物的損害につながる可能性があります。
� セントラルユニットを取り付ける際には、必ず適切なラック
トレイを使用してください。ラックに組み込む際には、機械
的負荷が均等にかかるようにしてください。

� ラック内の温度が技術データで定められた最高温度を超えな
いようにします（240ページを参照）。十分に通気されている
ことを確認し、必要な場合は通気口を追加します。

� 温められた空気を逃がせるように、セントラルユニット
ADN CU1の上部は空けておいてください。

� 電源に接続する際には、型番プレートの記載事項にご注意く
ださい。電気回路に過負荷がかからないようにします。必要
な場合は過電流保護を取り付けます。

� 追加の接続ポートを介してラックを接地します。
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オプションのラックイヤーを
取り付ける

� セントラルユニット側面の各2個のトルクスネジ (T25)を外します ([図左 )。
� オプションのラックイヤー ADN RMB-2 （「コンポーネントとアクセサリ」

237ページを参照）をあらかじめ外したトルクスネジでセントラルユニッ
トにねじ止めします（右図）。

� ラックイヤーを取り付けたセントラルユニットを 19 インチラック内に押
し込み、ラックトレイなどで重量を支えます。

� ラックにラックイヤーを固定して、セントラルユニットを固定します。

セントラルユニットを電源に接続する

� まず、電源ケーブル（同梱品）の装置側プラグを電源接続部  に接続し
ます。

� 電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の
電源プラグ付き）の電源側プラグを電源に接続します。
セントラルユニット ADN CU1は始動の準備ができました。

セントラルユニットの完全なサイズを記した構成図は付録に掲載され
ています（247ページを参照）。

U

U

U

注意

不適切な電源ケーブルやソケットの使用による製品の損傷
不適切な電源を使用すると製品が損傷する可能性があります。
� 製品を電源ケーブル（バージョンに応じて、EU 仕様、英国仕様または米国
仕様の電源プラグ付き）と接続します。

� 保護接点のある延長コードとマルチソケットのみを使用してください。
� 3極コネクタ付きの電源ケーブルのみを使用してください。

100～240V～
50/60Hz  240W

D

15

D
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電源供給 ADN PS作動の準備をする
電源供給 ADN PSを 平らな面に 設置したい場合：

� ファンの開口部を塞がないよう、ご注意ください。
� 図で示したように電源供給 ADN PSを設置します。

電源供給 ADN PSを 19インチラックに 取り付けたい場合：

注意

電源を積み重ねると、物的損害や人的損害の危険があります
複数の電源供給 ADN PSを積み重ねると、
• 積み重ねた電源が落下する可能性があります。
• 各電源供給ADN PSの温度が大幅に上昇する可能性があります。
• ケース、ケーブル、設置面などに大きな機械的負荷がかかる
可能性があります。

これは、人的損害や物的損害を引き起こす可能性があります。
� 複数の電源供給 ADN PSを決して積み重ねないでください。

注意

ラック取り付けの際には、物的損害や人的損害が生じる危険があ
ります !

製品を閉じた 19"ラックに組み込む場合、または、他の製品と一
緒に多層式ラックに取り付ける場合
• ラック内の温度が大幅に上昇する可能性があります。
• ケースやケーブルなどに大きな機械的負荷がかかる可能性が
あります。

• 各電源ユニットの危険のない漏れ電流が蓄積されて、許容さ
れた限界値を超える可能性があります。

これは、人的損害や物的損害につながる可能性があります。
� ラックに組み込む際には、機械的負荷が均等にかかるように
してください。

� ラック内の温度が技術データで定められた最高温度を超えな
いようにします（240ページを参照）。十分に通気されている
ことを確認し、必要な場合は通気口を追加します。

� 温められた空気を逃がせるように、セントラルユニット
ADN PS1の上部は空けておいてください。

� 電源に接続する際には、型番プレートの記載事項にご注意く
ださい。電気回路に過負荷がかからないようにします。必要
な場合は過電流保護を取り付けます。

� 追加の接続ポートを介してラックを接地します。
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� 電源供給 ADN PSを 19インチラック内に押し込みます。
� ラックにラックイヤーを固定して、電源供給 ADN PSを固定します。

電源供給 ADN PSを電源に接続する

� まず、電源ケーブル（同梱品）の装置側プラグを電源接続部 に接続します。
� 電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の
電源プラグ付き）の電源コネクタプラグを電源に接続します。
電源供給 ADN PSは始動の準備ができました。

アンテナモジュール ADN-W AMの作動準備をする
アンテナモジュールには、システムケーブル SBC CBL RJ45経由でセントラルユ
ニット ADN CU1または電源供給 ADN PS が電圧を供給します。 

アンテナを接続する

支障のないワイアレス操作を確実にするために、基本的に 3本全てのアンテナ
を使用します。納品時には、アンテナ 3本が事前に取り付けられています。

電源供給 ADN PSの完全なサイズを記した構成図は、付録に掲載されて
います（248ページを参照）。

注意

不適切な電源ケーブルやソケットの使用による製品の損傷
不適切な電源を使用すると製品が損傷する可能性があります。
� 製品を電源ケーブル（バージョンに応じて、EU 仕様、英国仕様または米国
仕様の電源プラグ付き）に接続します。

� 保護接点のある延長コードとマルチソケットのみを使用してください。
� 3極コネクタ付きの電源ケーブルのみを使用してください。

15

100 - 240V     
50/60Hz 385W

C

C 

システムケーブルからの電圧供給が十分ではなく、アンテナモジュー
ルがセントラルユニットのメニューで「システムメニュー」＞「バー
ジョン」＞「ハードウェアバージョン情報」または「ソフトウェアバー
ジョン情報」にリストアップされない場合：

� オプション電源 NT 12-50Cを使用します。.

ソフトのバージョン

メインメニュー
      システムメニュー
               バージョン

No

ハードのバージョン
CU1 SB:  1
ADN PS:  1
AM  1

注意

法的規定以外のワイアレス操作
アンテナモジュール用に供給品とは別のアンテナを使用すると、会議システム
の送信出力が法的規定を逸脱し、他の無線エレクトロニクスを妨害する可能性
があります。
� アンテナモジュールには供給品のアンテナのみをご使用ください。
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� 3つのアンテナ  を 3つのアンテナスリーブに接続します。
� 3つのアンテナ用ユニオンナット  を、図に示されているようにしっかり
とねじ止めします。
アンテナが接続され、固定されます。

6

7 6

7
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アンテナモジュール ADN-W AMを電源に接続する

「ADN Cable Calculator」を使って、アンテナモジュールに追加の電源供給が必
要かどうか計算します（ Seite 35 ページを参照）。システムケーブル SBC CBL

RJ45 によるアンテナモジュールの電源供給が不十分な場合は、オプション電
源ユニット NT 12-50Cを使用します。

� 電源ユニットNT 12-50Cのフォーンプラグ  をジャック  に接続します。

� 横の図に示されているように、ケーブルをテンションリリース  に通し
ます。

� 電源ケーブルのユーロ 8 プラグを電源ユニットの接続ジャック  に接続
します。

� 電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の
電源プラグ付き）の電源コネクタプラグをソケットに挿入します。

注意

不適切な電源を使用すると製品が破損します !

不適切な電源ユニットを使用すると、アンテナモジュール ADN-W AM が損傷
するおそれがあります。
� アンテナモジュールADN-W AMには、電源ユニット NT 12-50Cのみを使用し
てください。

2 5

EU
UK
US

5

NT 12-50C

2
3

2
2

3
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有線マイクユニット ADN C1/ADN D1の作動準備をする
マイクユニットは直ぐに使用できる状態で納品されます。会議システムは接続
されたマイクユニットが議長用マイクユニット (ADN C1) か出席者用マイクユ
ニット (ADN D1)かを自動的に認識し、これらを自動的に初期化します。

ケーブルホルダを取り付けます。

会議装置を室内に固定して設置する場合は、オプションのケーブルホルダを使
用します（「コンポーネントとアクセサリ」237ページを参照）。

� 図で示すように、マイクユニットを傾けます。
� マイクユニットを手で支えて、マイクがテーブルにぶつからないようにし
ます。

リダンダントなリング配線での確実な動作を保証するために、ADN C1

および ADN D1のマイクユニットハードウェアには修正が施されてい
ます。Hardware-Revision 1(型番プレートに記載なし )のマイクユニッ
トを Hardware-Revision 2 (型番プレートに「HW: v2」と記載 )のマイ
クユニットを組み合せると、フェールセーフ機能が制限されます（111

ページを参照 )。
� リダンダントなリング配線では、Hardware-Revision 2 のマイクユ
ニットのみを使用してください。

会議システム稼動中に議長用マイクを接続する場合は、これらを改め
て初期化しなければなりません（94ページまたは 191ページを参照）。

IN    OUT

IN    OUT

IN    OUT

B
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� 図で示したようにケーブルホルダー  を設置します。
この時点では、ケーブルホルダー はまだネジで固定されていません。 「会
議システムを構成する」章の 56 ページで説明しているように、まずマイ
クユニットを接続します。

全てのマイクユニットを正しく接続し、設置した後 :

� ケーブルホルダー  の適切なカバー  を選択します：

� 図で示すように、カバー を取り付けます。
� 同梱のねじ  を軽く締めます（約 0.05 Nm）。

B

B

B C 

C

ケーブル ケーブルホルダカバー
Sennheiserシステムケーブル 
SDC CBL RJ45

「M」と記載されています

高シールドケーブル 「L」と記載されています

IN    OUT

B

C

IN    OUT

C

D

C

D
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ワイヤレスマイクユニット ADN-W C1/ADN-W D1の作
動準備をする
作動するには、ワイヤレスマイクユニットをグースネックマイク（ADN-W MIC

15または ADN-W MIC 36、様々な長さが入手可能）に接続します。バッテリー
ADN-W BAは、ワイヤレスマイクユニットに電圧を供給します。会議システム
は無線接続されたマイクユニットが議長用マイクユニット (ADN-W C1)か出席
者用マイクユニット (ADN-W D1)かを自動的に認識し、これらを自動的に初期
化します。

グースネックマイク ADN-W MIC 15/ADN-W MIC 36を脱着する

グースネックマイクの 取付け：
� グースネックマイクをマイク接続部  にセットします。

� 固定用ねじ  を使ってマイクを時計回りに回して締め付けます。
グースネックマイクがマイクユニットコンソールに固定されました。

グースネックマイクの 取外し：
� 固定ねじ を使ってマイクを反時計回りにに回して取り外します。
� グースネックマイクを慎重にマイク接続部から取り除きます。

マイクモニター

ワイヤレスマイクユニットをオンにすると（78ページを参照）、マイクの機能
が正常であるかマイクユニットによって点検されます。
マイクの点検で故障が見つかった場合、マイクボタン LED  および必要に応
じてライトリング  が急速に赤色で点滅します。そのマイクは自動的に作動
停止します。
� 故障したマイクを新しいマイクに交換します。
マイク作動中に（ワイヤレスマイクユニットがオンの間に）マイクを脱着して
しまうと、マイクユニットの正常な機能が保障されなくなるおそれがあります。
音量の違いまたはノイズが発生することがあります。
� 最初にマイクを接続してから、マイクユニットをオンにしてください。

ADN-W D1

ADN-W C1

マイクをマイクユニットに接続しない場合、コンソールを会議チャン
ネルの再生用スピーカーとして使用することができます。

B

B

0

<

<

8

2
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バッテリーの脱着

バッテリ ADN-W BAをワイヤレスマイクユニットに 取り付けるには：
� バッテリーを使用する前にバッテリーが十分に充電されていること、故障
バッテリーがないことを点検します（51ページを参照）。

� 必要に応じてバッテリーを充電します （51ページを参照）。
� ワイヤレスマイクユニットのバッテリー挿入レール  でバッテリーをス
ライドさせます。
ロッククリップ  がカチッと音をたててかみ合い、バッテリーを固定し
ます。

バッテリーをマイクユニットコンソールから 取り外すには：
� ロッククリップ  を押し、バッテリーをバッテリー挿入部から引き抜き
ます。

C 

8

C 8

8

8
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充電ユニット ADN-W L 10の作動準備をする
充電モジュール ADN-W L 10を使って、最大 10個のバッテリ ADN-W BAを同
時に充電することができます。充電ユニットを平らな面に置くか、または 19

インチラック（7高さ単位 [HE]、約 310 mm）の中に取り付けます。

充電ユニットを設置する、または取り付ける

� 充電ユニットが作動温度範囲および湿度範囲内で使用され（245 ページを
参照）、通気口  がブロックされていないことを確認してください。

� 充電ユニットを図のように水平な平面に置きます。

充電ユニット ADN-W L 10を 19インチラックに 取り付けたい場合：

� 充電ユニット ADN-W L 10を 19インチラックの中に挿入します。
� 充電ユニットを 6個のねじ（プラスねじ M6x12、同梱されていません）で
ラックの 6箇所の固定ボア  に固定します。

7

7

7

ADN-W L 10

注意

ラック取り付けの際には、物的損害や人的損害が生じる危険があ
ります !

製品を閉じた 19"ラックに組み込む場合、または、他の製品と一
緒に多層式ラックに取り付ける場合
• ラック内の温度が大幅に上昇する可能性があります。
• ケースやケーブルなどに大きな機械的負荷がかかる可能性が
あります。

• 各電源ユニットの危険のない漏れ電流が蓄積されて、許容さ
れた限界値を超える可能性があります。

これは、人的損害や物的損害につながる可能性があります。
� ラックに組み込む際には、機械的負荷が均等にかかるように
してください。

� ラック内の温度が技術データで定められた最高温度を超えな
いようにします（245ページを参照）。十分に通気されている
ことを確認し、必要な場合は通気口を追加します。

� 電源に接続する際には、型番プレートの記載事項にご注意く
ださい。電気回路に過負荷がかからないようにします。必要
な場合は過電流保護を取り付けます。

� 追加の接続ポートを介してラックを接地します。

電源 ADN-W L 10の完全なサイズを記した構成図は、付録に掲載されて
います（249ページを参照）。

6
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充電ユニットを電源に接続する / 電源から切り離す

充電ユニットを電源に接続するには：
� 電源ケーブルの装置側プラグ を電源接続部 に差し込みます。
� 電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の
電源プラグ付き）の電源プラグをソケットに挿入します。その際、プラグ
がしっかりと取り付けられているか注意します。
充電ユニットの準備ができました。

充電ユニットを電源から切り離すには：
� 充電ユニットの電源プラグを電源から外します。

輸送および充電ケース ADN-W CASE UNITSの作動準備
をする
輸送および充電ケース ADN-W CASE UNITSを使って、バッテリー ADN-W BAを
取り付けたワイヤレスマイクユニット ADN-W C1または ADN-W D1を、10台
まで同時に充電することができます。

輸送および充電ケースを設置する

� 輸送および充電ケースは図のように水平な平面に置きます。

注意

不適切な電源を使用すると製品が破損します !

充電ユニットを不適切な電源に接続すると、製品が損傷する可能性があります。
� 3ピンコネクタプラグ付き電源ケーブルを使用して、充電ユニットの接地を
確実に行ってください。このことは、とくに、直接ではなく、延長コード
またはマルチコンセントによって行う電源接続に当てはまります。

� 電気回路に過負荷がかからないようにします。必要な場合は過電流保護を
取り付けます。

8

8

注意

輸送および充電ケースが閉じられている状態では、熱上昇の危険があります！
輸送および充電ケース ADN-W CASE UNITSとバッテリー ADN-W BAは、充電中
加熱することがあります。熱を逃がさないと、充電時間が長くなり、製品が損
傷するおそれがあります。
� 輸送および充電ケースが閉じられたスペースにおいて作動温度範囲および
湿度範囲内で使用され（246 ページを参照）、通気口  がブロックされて
いないことを確認してください。

� 充電中は決して輸送および充電ケースを閉鎖しないでください。
� 充電中に輸送および充電ケースを熱源や日光に直接当てないでください。

5
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� 必要に応じて、ロックレバーを下へ押して、ケース底面 ADN-W CASE BASE

のロック可能キャスター  をロックします（227/229ページを参照）。

輸送および充電ケースを電源に接続する /電源から切り離す

輸送および充電ケースを電源に接続するには：
� 電源ケーブルのユニット側プラグ を電源接続  に差し込みます。
� 電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の
電源プラグ付き）の電源プラグをソケットに挿入します。その際、プラグ
がしっかりと取り付けられているか注意します。
輸送および充電ケースの準備が整いました。

輸送および充電ケースを電源から切り離すには：
� 輸送および充電ケースの電源プラグを電源から外します。

3

3

5

5
開く

閉じる

注意

不適切な電源を使用すると製品が破損します !

輸送および充電ケースを不適切な電源に接続すると、充電ケースが損傷する可
能性があります。
� 3ピンコネクタプラグ付き電源ケーブルを使用して、輸送および充電ケース
の接地を確実に行ってください。このことは、とくに、直接ではなく、延長
コードまたはマルチコンセントによって行う電源接続に当てはまります。

� 電気回路に過負荷がかからないようにします。必要な場合は過電流保護を
取り付けます。

7

7
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ワイヤレスマイクユニットバッテリー ADN-W BAを
充電する
バッテリー ADN-W BAは様々な方法で充電できます：
• ワイヤレスマイクユニット内にセットして、電源ユニット NT 12-50C で充
電する（作動中も可能）

• 別個に電源ユニット NT 12-50Cで充電する
• 充電ユニット ADN-W L 10を使用して、別個に最大 10個のバッテリーを同
時に充電する

• ワイヤレスマイクユニット内にセットして、輸送および充電ケース ADN-W

CASE UNITSの充電ケースで充電する

バッテリーの充電レベルを点検する

� ボタン  を押します。
充電レベル表示  は、バッテリーの現在の容量を約 5秒間示します：

バッテリーADN-W BAの最適な性能、耐久性およびメンテナンスのため
に、以下の注意事項を守ってください：
• バッテリー ADN-W BA はすぐに使用でき（出荷時の充電レベル約

30%)、充電が必要になってから充電することができます。バッテ
リーの初期充電は必要ありません。

• バッテリーはいつでも、何時間でも充電することができます。完全
な充電サイクル（100%）は必要ありません。

• バッテリーの寿命を長くするため、定期的に深い放電を行う必要は
ありません。

• 残りのバッテリーの作動時間の表示が実際の作動時間と大きく異
なっている場合は、作動時間表示を新たにキャリブレーションする
ことができます。そのためにはバッテリーを完全に放電し、次にフ
ル充電します（100%）。

• 充電後は、バッテリーを充電ユニット内に残しておくことができ
ます。充電エレクトロニクスが充電プロセスをモニターし、異常
な充電を防止します。

• バッテリーを長時間使用しない場合は、ワイヤレスマイクユニット
からバッテリーを取り出します。ショートが発生しないようにコン
タクトを保護してください。

• 長期間にわたってバッテリーを保管する場合は、バッテリーを約
50%まで充電して保管するのが最適です。

• 許可されている保管温度範囲内でのみバッテリーを保存してくだ
さい（244ページを参照）。

5
6

1 2 3 4 5

LED 色 残りの容量 残りの作動時間
1 赤 約 0 ～19% 約 0 ～ 4 時間
2 オレンジ色 約 20 ～39% 約 4 ～ 8 時間
3 オレンジ色 約 40 ～59% 約 8 ～ 12 時間
4 緑色 約 60～ 79% 約 12 ～ 16 時間
5 緑色 約 80 ～100% 約 16 ～ 20 時間

5

6
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バッテリーがほとんど空になると、バッテリー状態表示  は作動中にも追加
表示されます。

バッテリーを電源ユニット NT 12-50Cで充電する

バッテリーは別個に、またはワイヤレスマイクユニットにセットして充電する
ことができます。ワイヤレスマイクユニットの作動は、充電プロセス中も可能
です。

電源ユニット NT 12-50Cを接続するには：
� フォーンプラグ  をバッテリーADN-W BAのジャック  に差し込みます。
� 電源ケーブルのユーロ 8 プラグを電源ユニットの接続ジャック  に接続
します。

� 電源ケーブル（バージョンに応じて、EU仕様、英国仕様または米国仕様の
電源プラグ付き）の電源コネクタプラグをソケットに挿入します。
バッテリーが充電されると、バッテリー状態表示  がオレンジに点灯し
ます（「充電中にバッテリー ADN-W BAを抑制する」55ページを参照）。

充電ユニット ADN-W L 10を使用して、最大 10個のバッテリーを同時に充電
する

� オン /オフスイッチ  を「I」位置に押します。
充電ユニットがオンになりました。作動表示  が緑色で点灯します。

1

ステータス LED 色 意味

バッテリー
のステータス
表示

– 充電容量 5～ 100%

オレンジ、ゆっくりと点滅 充電容量 < 5%、
バッテリーがほとんど
空です。

オレンジ、速く点滅 バッテリーが故障して
います。

1

1

注意

不適切な電源を使用すると製品が破損します !

不適切な電源ユニットを使用すると、バッテリーADN-W BAが損傷するおそれ
があります。
� バッテリーADN-W BAには、電源ユニットNT 12-50Cのみを使用してください。

2 4

3

1

NT 12-50C

3

EU
UK
US

4

2
1

3
4

5
5

3
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� バッテリーを任意の充電ボックス  に、かみ合うまで差し込みます。

バッテリーが充電されます （「充電中にバッテリーADN-W BAを抑制する」
55ページのを参照）。ステータス表示  が充電プロセスを表示します（「充
電中の充電ユニット ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITSの状態表示」 54ページ
を参照）。

輸送および充電ケース ADN-W CASE UNITSを使って、最大 10個のバッテリー
を同時に充電する

� 輸送および充電ケースのオン /オフスイッチ  を「I」位置に押します。
輸送および充電ケースがオンになりました。作動表示  が緑に点灯します。

充電中に、ワイヤレスマイクユニットのグースネックマイクが充電ケースから
突出させたくない場合：
� 必要に応じて、グースネックマイク ADN-W MIC 15-39、ADN-W MIC 15-50

および ADN-W MIC 36-50 を慎重に横側に曲げます。
� 必要に応じて、グースネックマイク ADN-W MIC 36-29 をマイクユニットか
らネジ止めします（46ページを参照）。

� バッテリーをセットしたワイヤレスマイクユニットを背面から任意の充電
ボックス  の中に挿入します。
バッテリーが充電されます （「充電中にバッテリーADN-W BAを抑制する」
55ページを参照）。ステータス表示  が充電プロセスを表示します（「充
電中の充電ユニット ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITSの状態表示」 54ペー
ジを参照）。

充電ユニット ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITSをオフにする

充電ユニット ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITSを使用後にオフにするには：

1

1

4

注意

輸送および充電ケースが閉じられている状態では、熱上昇の危険があります！
輸送および充電ケース ADN-W CASE UNITSとバッテリー ADN-W BAは、充電中
加熱することがあります。熱を逃がさないと、充電時間が長くなり、製品が損
傷するおそれがあります。
� 輸送および充電ケースが密閉されたスペースにおいて作動温度範囲および
湿度範囲内で使用され（246 ページを参照）、通気口  がブロックされて
いないことを確認してください。

� 充電中は決して輸送および充電ケースを閉鎖しないでください。
� 充電中に輸送および充電ケースを熱源や日光に直接当てないでください。

5

8

3
4

5

8

3

1

4

1

1
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� 充電ユニットのオン /オフスイッチ を押して「0」位置にします。
充電ユニットがオフになりました。作動表示が消灯します。

充電ユニット ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITSを電源から切り離すには：
� 充電ユニットの電源プラグを電源から外します。

充電中の充電ユニット ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITSの状態表示 

充電ユニットでの状態表示  では、すべての充電ボックスの 全体のモニター
が表示されます（それぞれ 1 つの LED がそれぞれ 1 つの充電ボックスに割り
当てられています）：

個別ボックスのモニターを呼び出すには：
� 充電レベル表示には、ボタン  を押します。
状態表示が全体のモニターから個別ボックスモニターに切り替わります。
それぞれ選択された充電ボックスは、緑で点灯している LED 1～ 10で表示
されます（充電ボックス 2 の例を参照）。その隣にある 5つの LED列は、
充電レベルを細かく示しています（完全に充電されたバッテリー  の例を
参照）。

充電ボックス１～ 10を続けて選択するには：
� ボタン  を押します。
最後にボタンを押してから 5秒後に、個々のボックスのモニター表示が再び全
体のモニター表示に戻ります。

4

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

ADN-W L 10

ADN-W CASE UNITS

LED 色 達成された容量
1～ 10 – スタンバイモード、バッテリがセットされ

ていないか、電源に接続されていません。
赤 約 0 ～19%

オレンジ色 約 20 ～94%

緑色 約 95 ～100%

連続の容量モニターによる充電時間 4時間
赤、速く点滅 バッテリーの温度が高すぎます。
赤、ゆっくりと点滅 バッテリーが故障しています。

LED 色 達成された容量
1または 6 緑色 約 80 ～100%

連続の容量モニターによる充電時
間 4時間

2または 7 緑色 約 60 ～79%

3または 8 オレンジ色 約 40～ 59%

4または 9 オレンジ色 約 20 ～39%

5または 10 赤 約 0 ～19%

5または 10 赤、速く点滅 バッテリーの温度が高すぎます。
5または 10 赤、ゆっくりと点滅 バッテリーが故障しています。

4

4

2

A

B

4

LEDの文字は充電ユニット ADN-W L 10にだけあります。

2
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充電中にバッテリー ADN-W BAを抑制する

バッテリーを電源ユニット NT 12-50Cまたは充電ユニット ADN-W L 10または
ADN-W CASE UNITS によって充電している場合、バッテリーおよび使用してい
る充電ユニットが加熱します。バッテリー状態表示  および充電レベル表
示  が充電プロセスを表示します：

バッテリー温度が 10°C以下または 45°C以上である場合、充電時間が長くなる
ことがあります。この場合、バッテリーを保護するため、バッテリー温度が許
容温度範囲に戻り、バッテリー状態表示  がオレンジに点灯するまで、充電
プロセスは中断されます。充電プロセスは自動的にスタートします。

バッテリーの
ステータス表示 充電レベル表示 意味
オレンジ色で点灯 点灯（現在達成されて

いる充電レベルが点滅）
充電中
完全に充電するには通常約
4時間かかります。

消灯 消灯 充電済み、容量モニター
は継続しています。

オレンジ色で速く点滅 – バッテリーが故障してい
ます。

1

6

1 6

1 6

1
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会議システムを構成する

会議システム構成の基本原則

マイクユニットの数と会議室の大きさには関係なく、会議システムは以下の方
法で構成する事を推奨します。
� 有線のマイクユニットまたは移動可能なワイヤレスマイクユニットのど
ちらが必要かを計画します。両方の構成は任意に組み合わせることがで
きます（ハイブリッドモード）。

� 必要なマイクユニットの数を計画します。全体で400台のマイクユニット
（ワイヤレスマイクユニットは 150台まで）が 1つの会議システムで可能
です（28ページを参照）。出席者の数は常に最大数を想定してください。

有線マイクユニットを使用する場合：
� シングル配線で十分か、または、リダンダントな配線が必要かを計画し
ます（28ページを参照）。

� 場合によっては、必要な電源供給 ADN PSの数を計算します (会議システム
あたり最大 15台の電源 ADN PSが使用可能です )。

� 接続した全てのマイクユニットへの確実な電力供給を確認するため、必要
に応じて配線の最大長を計算します （28ページを参照）。

� セントラルユニット ADN CU1を設置し、場合によっては、例えば技術室ま
たは会議室などに電源供給 ADN PSを設置します。

� マイクユニットを対応する座席に置きます。
� 十分な数、必要な長さのシステムケーブル SDC CBL RJ45を準備します ( 「コ
ンポーネントとアクセサリ」 237ページを参照）。

ワイヤレスマイクユニットを使用する場合：
� セントラルユニット ADN CU1は技術室または会議室などに設置し、>>アン
テナモジュール ADN-W AM はできるだけ直接会議室内に設置してくださ
い。アンテナモジュールの無線到達範囲は約 30 mです。

� 作動準備状態のワイヤレスマイクユニットを対応する座席に置きます。

注意

不適切な電源を使用すると製品が破損します !

接続部 PORT I、 PORT II、 DATA PS 並びに /  に RJ45プラグ付きの標準ネッ
トワーク製品 (例えばスイッチやネットワークカード ) を接続すると、不適切
な供給電圧によりこれらが損傷する可能性があります。
� 接続部 PORT I、 PORT II、 DATA PS 並びに /  には、そのために設けられ
ているマイクユニット ADN C1と ADN D1、電源供給 ADN PSおよびアンテナ
モジュール ADN-W AMのみを接続します。 

配線の前提条件を順守する限り、各電源供給 ADN PSごとにさまざまな
構成を組み合せる事ができます（58 ページおよび 60ページを参照）。

• 建築に関して、障害のある空間では複数のアンテナモジュールの使
用をお勧めします。

• 幾つかの国 /地域（カナダなど）では、ワイヤレスコンポーネント
の作動（周波数帯 5.15 ～ 5.25 GHz、チャンネル 5 ～ 8）が閉じられ
たスペースに制限されています。
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セントラルユニットを使って小規模な有線の会議を構成する

小規模な有線の会議には電源供給 ADN PSは必要ありません。

マイクユニットをセントラル
ユニット ADN CU1とケーブルで直

列に接続する

次はケーブルの処理手順です。必要な場合は、二列目のケーブルでも同じ手順
を繰り返します。
� セントラルユニット ADN CU1 のマイクユニット接続部 PORT II  または

PORT I  をシステムケーブルで 1台目のマイクユニットの入力 IN  に接
続します。

� システムケーブルを使って、最初のマイクユニットの出力 OUT  を 2台目
のマイクユニットの入力 IN  に接続します。

� その他のマイクユニットも同じ手順で接続します。
� 必要であれば、二列目のケーブル配線でも同じ手順を繰り返します。

電圧降下がある場合は、ケーブル配線一列あたり約 15 ～ 20 台のマイ
クユニットしか使用できなくなります （29ページを参照）。

8

9 <
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<

IN   OUT IN   OUT IN   OUTPORT II     PORT I

ADN CU1 ADN D1/ADN C1

PORT I        PORT II        
IN        OUT       IN        OUT       IN        OUT       

IN        OUT       IN        OUT       IN        OUT       

ADN CU1

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100-240V~
50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

8 9

 20 1  2 ～ 

 20 1  2 ～ 
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有線の会議用に電源 ADN PSをセントラルユニット ADN CU1に接続する

マイクユニット 40 台以上を使用する場合、またはリダンダントな配線には、
電源供給ADN PSが必要です。会議システムあたり最大15台の電源供給ADN PS

が使用できます。
� セントラルユニット ADN CU1 のマイクユニット接続部 PORT II  または

PORT I  をシステムケーブル（許容長さ最大 50 m）で、第 1 の電源供給
ADN PSの入力 DATA CU/PS  に接続します。

� 第 1の電源供給ADN PSの出力 DATA PS  を第 2の電源供給ADN PSの入力
DATA CU/PS  にシステムケーブルで接続します。

� その他の電源 ADN PSも、同じ方法で接続します。

電源 ADN PS を使って大規模な有線の会議を直列配線によって構成する

マイクユニット 400台までの大規模な有線の会議には電源供給 ADN PSが必要
です。シングル配線の場合は、電源供給 ADN PS 1台で約 60～ 70台のマイク
ユニットに電力を供給できます。

マイクユニットと電源供給 ADN PS

とをケーブル列として接続する
以下に、1 列のケーブル列を電源供給 ADN PS に接続する方法を説明します。
その他のケーブル列やその他の電源供給 ADN PSを接続する場合も、同じ手順
を繰り返します。
� 必要な数の電源供給 ADN PSをセントラルユニット ADN CU1に接続します
（58ページを参照）。

� 電源供給ADN PSのマイクユニット接続部 PORT Iまたは PORT II出力 1 /

または 2 /  を1台目のマイクユニットの入力 IN  にシステムケーブル
で接続します。

� システムケーブルを使って、最初のマイクユニットの出力 OUT  を 2台目
のマイクユニットの入力 IN  に接続します。

� その他のマイクユニットも同じ手順で接続します。
� 必要であれば、二番目、三番目、四番目のケーブル列、およびその他の電
源 ADN PSも、同じ手順で接続します。

8

9

<

A

<

CU/PS
 
PS   

DATA
CU/PS

 
PS   

DATA
CU/PS

 
PS   

DATA
PORT II     PORT I

ADN CU1

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240V     
50/60Hz 385W

PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

ADN PS

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100-240V~
50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

8 9 < A

6 8

7 9 <

A

<
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電圧降下がある場合は、ケーブル配線一列あたり約 15 ～ 20 台のマイ
クユニットしか使用できなくなります （29ページを参照）。
電源供給 ADN PS は、全てのマイクユニット接続ポートを使用すれば、
合計 60～ 70台のマイクユニットに電力を供給できます。

IN   OUT IN   OUT IN   OUT
PORT I PORT II

ADN D1/ADN C1ADN PS

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240V     
50/60Hz 385W

PORT I & PORT II：最大合計 5.25A

1 2 1 2

6 7 8 9 < A

PORT I        
 1

PORT I        
 2

PORT II        
 1

PORT II        
 2

IN        

 20

OUT       
 1

 1
IN        OUT       

～
IN        OUT       

 20～

～

～

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

ADN CU1 ADN PS

PORT I        
 1

PORT I        
 2

PORT II        
 1

PORT II        
 2

IN        

 20

OUT       
 1

 1
IN        OUT       

～
IN        OUT       

 20～

～

～

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

IN        OUT       
 1 20

IN        OUT       

ADN PS
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電源 ADN PSを使って大規模な有線の会議をリダンダントなリング配線で構
成する

マイクユニット400台までの大規模な有線の会議のためのリダンダントなリ
ング配線は、マイクユニットやシステムケーブルの故障や取り扱いの際に
も、ケーブルリングに接続されている他のマイクユニット全てが確実に機能
する事を保証します。リダンダントなリング配線では、電源 ADN PS 1 台で
約 30～ 40台のマイクユニットに電力を供給できます。

マイクユニットを電源供給 ADN PS

とリング状に接続する
以下に、電源供給 ADN PSへのケーブルリングの配線方法を説明します。必要
であれば、二番目のリングおよびその他の電源供給 ADN PSも同じ手順で接続
します。
� 必要な数の電源ADN PSをセントラルユニットADN CU1に接続します（58ペー
ジを参照）。

� 電源供給ADN PSのマイクユニット接続部 PORT I出力1  をシステムケーブ
ルで 1台目のマイクユニットの入力 IN  に接続します。

� システムケーブルを使って、最初のマイクユニットの出力 OUT  を 2台目
のマイクユニットの入力 IN  に接続します。

� その他のマイクユニットも同じ手順で接続します。
� リングの最後のマイクユニットの出力 OUT  を電源供給 ADN PSのマイク
ユニット接続部 PORT I 出力 2  にシステムケーブルで接続します。

� 必要であれば、 PORT II の二番目のリングおよびその他の電源供給ADN PSも
同じ手順で接続します。

リダンダントなリング配線での確実な動作を保証するために、ADN C1お
よびADN D1のマイクユニットハードウェアには修正が施されています。
Hardware-Revision 1 ( 型番プレートに記載なし ) のマイクユニットを
Hardware-Revision 2 (型番プレートに「HW: v2」と記載 )のマイクユニッ
トを組み合せると、フェールセーフ機能が制限されます（111ページを
参照 )。
� リダンダントなリング配線では、Hardware-Revision 2 のマイクユ
ニットのみを使用してください。

IN    OUT

6

<

A

<

A

7
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電圧降下がある場合は、ケーブルリングあたり約 15 ～ 20 台のマイク
ユニットしか使用できなくなります（29ページを参照）。

IN   OUT IN   OUT IN   OUT
PORT I PORT II

ADN D1/ADN C1ADN PS

CU/PS PS

PORT I

1 2

PORT II

1 2

DATA

100 - 240V     
50/60Hz 385W

PORT I & PORT II：最大合計 5.25A

1 2 1 2

6 7 8 9 < A

PORT I        
 1  1 2

PORT II        
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 ～ 20

 1  1

 ～ 20

ADN CU1 ADN PS

OUT       

IN        IN        
OUT       OUT       

OUT       

IN        IN        

PORT I        
 1  1 2

PORT II        
 2

 ～ 20

 1  1

 ～ 20

ADN PS

OUT       

IN        IN        
OUT       OUT       
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IN        IN        



会議システムを始動する

62 | ADN Digital Conference System

配線エラー

配線にエラーがあっても、状況によってはシステムは機能しますが、しかし確
実な動作と監視は保証されません。以下の配線エラーを防止してください。

マイクユニットの入力 IN と出力
OUT が逆になっている

セントラルユニット ADN CU1への
リング配線

処理しています...

音声配信ネットワーク

N L

セントラルユニット ADN CU1の直列配線で、マイ
クユニットの構成方向が逆になっています。
セントラルユニットADN CU1のディスプレイには、
「警告」アイコン 、「ケーブルエラー」  および
「処理中 ...」のバーが表示されます（105ページを
参照）。
該当するマイクユニットには、マイクボタン LED

およびライトリング  が赤色で点滅します。
エラーを取り除く ;

� マイクユニットをチェックします
（57ページを参照）。

N L

8

2

ADN CU1

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

セントラルユニット ADN CU1ではリング配線がで
きません。この配線は、電源供給 ADN PSでのみ可
能です。
セントラルユニット ADN CU1のディスプレイにエ
ラーメッセージ「Error 60007 Ring cabling at CU1

ports」が表示されます。ディスプレイが赤色に点
灯します。
エラーを取り除く ;

� 会議システムを正しく構成します
（57ページを参照）。

� 会議システムを再起動します（77 ページを参
照）。

ADN CU1
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DATA接続ポートとマイクユニット
接続ポート PORT I/II を接続します

電源供給 ADN PSの DATA接続
ポートのマイクユニット

電源供給 ADN PSADN CU1の出力 DATA PS をマイク
ユニット用接続ジャック PORT と接続してはいけ
ません。
セントラルユニット ADN CU1のディスプレイにエ
ラーメッセージ「Error 60004 PS unit at PS

conference port」が表示されます。ディスプレイが
赤色に点灯します。
電源 ADN PS、その他の電源 ADN PS で不正な接続
があると、全てのステータス LED PORT がオレンジ
色で点滅します。
電源供給 ADN PS、接続ジャック PORT で不正な割
り当てがあると、該当するステータス LED PORT が
オレンジ色に点滅します。
エラーを取り除く ;

� 会議システムを正しく構成します（58ページを
参照）。

� 会議システムを再起動します（77 ページを参
照）。

CU/PS PS

DATA

PORT I

1 2

ADN PS

ADN PS

電源供給ADN PSの出力DATA PSへマイクユニット
を接続してはいけません。
セントラルユニット ADN CU1のディスプレイにエ
ラーメッセージ「Error 60003 D1/C1 at PS cascading

port」が表示されます。ディスプレイが赤色に点灯
します。
マイクユニットが接続されている電源供給 ADN PS

で、全てのステータス LED PORT がオレンジ色に点
滅します。
マイクユニットでライトリング  およびマイク
ボタン LED  が赤色で点滅します。
エラーを取り除くには：
� 会議システムを正しく構成します（58ページを
参照）。

� 会議システムを再起動します（77 ページを参
照）。

2

8

CU/PS PS

DATA

CU/PS PS

DATA

ADN PS

ADN PS

CU/PU/PS S

DATAATADA
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異なるマイクユニット接続ポート
経由のリング配線

異なる電源供給 ADN PS経由の
リング配線

電源ADN PSのさまざまな接続ポート PORT経由のリ
ング配線は行なえません。
セントラルユニット ADN　CU1のディスプレイにエ
ラーメッセージ「Error 60005 Ring cabling between

port I+II」が表示されます。ディスプレイが赤色に点
灯します。
電源供給 ADN PSで、該当する接続ポート PORT I- と
PORT IIのステータスLEDがオレンジ色に点滅します。
エラーを取り除く ;

� 会議システムを正しく構成します（58ページを
参照）。

� 会議システムを再起動します（77ページを参照）。

PORT I

1 2

PORT II

1 2

ADN PS

さまざまな電源供給 ADN PSを、さま
ざまな接続ポート PORT を使ってリ
ング配線することはできません。
セントラルユニット ADN CU1のディ
スプレイにエラーメッセージ「Error

60006 Ring cabling between two PS」
が表示されます。ディスプレイが赤
色に点灯します。
両方の該当する電源 ADN PSで、該当
する PORT接続のステータスLEDがオ
レンジ色で点滅します。
エラーを取り除く ;

� 会議システムを正しく構成しま
す（58ページを参照）。

� 会議システムを再起動します
（77ページを参照）。

PORT I

1 2

PORT II

1 2

PORT I

1 2

PORT II

1 2

ADN PS ADN PS
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逆方向のリング配線

逆方向のマイクユニット接続

リング配線で構成方向が逆になって
います。
リングのマイクユニットは機能せ
ず、セントラルユニット ADN CU1

（「D1/C1」）のシステムメニューに表
示されません。しかし、システムメ
ニュー（「LAN の接続形態」）に、該
当する PORT のリング配線が表示さ
れます。
エラーを取り除く ;

� 会議システムを正しく構成します
（60ページを参照）。

� 会議システムを再起動します
（77ページを参照）。

PORT I

1 2

ADN PS

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

リング配線で、マイクユニットの構
成方向が逆になっています。
リングに不正に接続されたマイクユ
ニットは機能せず、セントラルユ
ニット ADN CU1（「D1/C1」）のシステ
ムメニューに表示されません。
エラーを取り除く ;

� 会議システムを正しく構成します
（60ページを参照）。

� 会議システムを再起動します
（77ページを参照）。

PORT I

1 2

ADN PS

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT

IN   OUT
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ワイヤレスの会議用にアンテナモジュール
ADN-W AMをセントラルユニット ADN CU1に接続する
ワイヤレスマイクユニットを作動させるには、アンテナモジュール ADN-W AM

が少なくとも 1台必要です。
� セントラルユニット ADN CU1 のマイクユニット接続部 PORT II  または

PORT I  をシステムケーブル（同梱品 ADN-W AM、許容長さ最大 50 m）
で、アンテナモジュール ADN-W AMの入力  に接続します。
システムケーブルによるアンテナモジュールの電源供給が不十分な場
合（アンテナモジュールがオンになっていない）、アンテナモジュール
は電源ユニット NT 12-50Cによる個別の電源供給が必要です（ 43ペー
ジを参照）。

オプションでアンテナモジュールは、電源供給 ADN PSのマイクユニッ
ト接続ポート PORT にも接続できます。その際、直列配線とリング配線
のどちらを使用していても問題ありません。アンテナモジュールは、マ
イクユニット同様、ケーブルの列またはリングに接続します。

8

9

4

PORT II     PORT I

ADN CU1

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100～240V～
50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

8 9

ADN-W AM

43



ADN Digital Conference System | 67

会議システムを始動する

オプションでアンテナモジュールを有線マイクユニットと組み合わせる場合
（ハイブリッドモード）は、有線マイクユニットと同様にアンテナモジュール
を使用します：
� アンテナモジュール ADN-W AM の出力  を有線マイクユニット

ADN D1/ADN C1の入力 IN  にシステムケーブルで接続します。
または :

� 有線マイクユニット ADN D1/ADN C1の出力 OUT  をアンテナモジュール
ADN-W AMの入力  にシステムケーブルで接続します。

配線エラー

配線にエラーがあっても、状況によってはシステムは機能しますが、しかし確
実な動作と監視は保証されません。ワイヤレス会議システムを構成する場合は
以下のような配線エラーを回避してください。

アンテナモジュール ADN-W AMの
入力と出力を入れ違える

3

<

A

ADN CU1

PORT I/PORT II        
 1  2

ADN PS

PORT I/PORT II        PORT I/PORT II        
 1  2  1  2

ADN PS

OUT       

IN        

 20 20

OUT   

IN        
 20

OUT   

IN        
 20～ ～

～

処理しています...

音声配信ネットワーク

N L

アンテナモジュールをセントラルユニット ADN

CU1に接続する際に、アンテナモジュール
ADN-W AM の入力  と出力  とが逆になって
います。
セントラルユニットADN CU1のディスプレイには、
「警告」アイコン 、「ケーブルエラー」  および
「処理中 ...」のバーが表示されます（105ページを
参照）。
アンテナモジュールは作動状態になっていません。
エラーを取り除くには：
� アンテナモジュールを正しく接続します
（66ページを参照）。

N L

ADN-W AM

ADN CU1

PORT II     PORT I
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アンテナモジュール ADN-W AMが
電源供給 ADN PSの DATA接続部に

接続されている

リング配線で、アンテナモジュール
ADN-W AMの入力と出力とが逆方

向になっている

電源供給 ADN PS の出力 DATA PS にはアンテナモ
ジュールを接続してはいけません。
セントラルユニット ADN CU1のディスプレイにエ
ラーメッセージ「Error 60010 AM at PS cascading

port」が表示されます。ディスプレイが赤色に点灯
します。
エラーを取り除く ;

� 会議システムを正しく構成します（66ページを
参照）。

� 会議システムを再起動します（77 ページを参
照）。

ADN-W AM

CU/PS PS

DATA

ADN PS

リング配線で、アンテナモジュールの
構成方向が逆になっています。
リング内のアンテナモジュールは機能
せず、セントラルユニット ADN CU1の
システムメニューにアンテナモジュー
ルが表示されません。
エラーを取り除くには：
� 会議システムを正しく構成します
（66ページを参照）。

� 会議システムを再起動します
（77ページを参照）。

PORT I

1 2

ADN PS

IN   OUT IN   OUT

IN   OUT
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アンテナモジュール ADN-W AMを設置し、調整する

アンテナモジュールの設置方法には様々な可能性があります。
• 壁や天井にボールジョイント (オプション品 )で固定する
• 三脚の上に取り付ける
• 平面 (例えば机 )の上に置く

アンテナモジュールとワイアレスマイクユニットの無線到達距離は約 30 m

です。しかし周囲環境や室内の状態によって無線到達距離が変化する事があ
ります。

注意

怪我および損傷の危険！
不十分な固定により、アンテナモジュールが壁、天井またはスタ
ンドから落ちたり、傾いたりして怪我や損傷を引き起こすことが
あります。
� アンテナモジュールが落下したり、傾いたりしないように
ロープで保護し、個別のフックにロープを固定してください。

� アンテナモジュールの取付けは地域、国および国際的な規定に
従って行い、必ず技能認定された専門家に依頼してください。

最善の受信状態を得るために、場合によっては複数のアンテナモ
ジュールを使用してください。

注意

機能損傷の危険 !

会議システムのワイアレスマイクユニットとアンテナモジュールを直接隣り
合わせて置くと、機能障害が生じる可能性があります。
� ワイヤレスマイクユニットは、以下の間隔をあけて設置します：

• アンテナモジュールまで最低 1 m

• その他のワイヤレスマイクユニットまで最低 0.5 m

• 建築に関して、障害のある空間では複数のアンテナモジュールの使
用をお勧めします。

• 幾つかの国 /地域（カナダなど）では、ワイヤレスコンポーネント
の作動（周波数帯 5.15 ～ 5.25 GHz、チャンネル 5 ～ 8）が閉じられ
たスペースに制限されています。

 75～
最大50 m

ADN CU1 ADN-W AM

> 1 m > 0.5 m> 0.5 m

無線到達範囲約30 m

> 0.5 m

ADN CU1

ESC
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� アンテナモジュールのアンテナおよびワイヤレスマイクユニットをカバー
またはその他の障害物で覆わないでください。

� ワイヤレスマイクユニットとアンテナモジュールとの間に障害のない見通
し線があるようにコンポーネントを設置します。

� アンテナモジュールはできるだけ中央に取り付け、ワイヤレスマイクユ
ニットの上部に位置するようにします。

� アンテナモジュールの3つのアンテンナの向きは互いに平行にし、ワイヤレ
スマイクユニットに対して約 90°の角度になるように調整します。 

 高さが約 10 m以内のスペース では、天井への取付けが推奨されます：
� アンテナモジュールは、ワイヤレスマイクユニットの上部で、天井中央に
取り付けます。このために、オプションで入手できるボールジョイント
GZG 1029および取付けプレート GZP 10を使用します（「天井に固定する」
72ページを参照）。

� アンテナは水平にし、ワイヤレスマイクユニットに対して90°になるように
調整します。

90°

< 10 m
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10 mよりも高いスペース の場合、壁支持が推奨されます。これはワイヤレス
マイクユニットが全方向の放射特性を有しているからです（約 30 m）： 

� アンテナモジュールは壁の最大 10 mの高さに取り付けます。このために、
オプションで入手できるボールジョイント GZG 1029 および取付けプレー
ト GZP 10を使用します（「天井に固定する」 72ページを参照）。 

� アンテナが下を向くように、アンテナモジュールのヘッドを回して固定し
ます。 

� アンテナをわずかに回して、アンテナがワイヤレスマイクユニットに対し
て 90°の角度になるように調整します。

電波状態をできるだけ良好に保つには：
� 会議室の外、柱の後ろ、板張りの後ろ、他の無線機器の近くへは設置しな
いでください。

壁に固定する

� 取付けにはアンテナモジュールの背面にある壁固定用留め環  を利用し
て、アンテナモジュールを 2本のねじ（丸皿頭ねじ / 皿小ねじ M4 x 25 ま
たはそれ以上の長さのねじ、同梱されていません）で壁に固定します。

> 10 m

アンテナモジュールを、壁の非常に高い場所（最大約 10 m）に固定す
る場合、オプションで入手できるボールジョイント GZG 1029および取
付けプレート GZP 10 を使用します（「天井に固定する」 72 ページを参
照）。アンテナが下を向くように、アンテナモジュールのヘッドを回し
て固定します。それによってアンテナをワイヤレスマイクユニットの
方に最適に向けることができます（ 69ページを参照）。

8
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アンテナモジュールが意図せずに落下するのを防ぐには：
� ロープを留め環  に通し、例えば個別のフックなどにロープを固定します。

天井に固定する

� 天井に取り付けるには、オプションで入手できるボールジョイント
GZG 1029および取付けプレート GZP 10を利用します。

アンテナモジュールが意図せずに落下するのを防ぐには：
� ロープを留め環  に通し、例えば個別のフックなどにロープを固定します。

1

8

 95 mm

M4 x 25

1

1

1

GZG 1029

GZP 10

1
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スタンドに取り付ける

� スタンドの脚を調整します。
� スタンドに適した ねじ式インサート （同梱品）を選択します：

• ねじ式インサート が外されている：5/8インチ三脚取付けねじ
• ねじ式インサート が締められている：3/8インチ三脚取付けねじ

� アンテナモジュールを三脚取付けねじ  でスタンドにねじ留めします。

平坦な面に設置する

� アンテナモジュールを平坦な面に設置します。

アンテナを調整する

� 3つのアンテンナの向きは互いに平行にし、ワイヤレスマイクユニットに対
して約 90°の角度になるように調整します（ 69ページを参照）。

9

5 8
"

9

3 8
"

5 8
"
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ワイヤレスマイクユニット ADN-W C1または ADN-

W D1を設置する

� ワイヤレスマイクユニットとアンテナモジュールADN-W AMとの間に障害
のない見通し線があるようにワイヤレスマイクユニット ADN-W C1 または
ADN-W D1を設置します。

� 会議システムのワイヤレス設定を構成します（ 81ページを参照）。

注意

機能損傷の危険 !

会議システムのワイヤレスマイクユニット ADN-W C1または ADN-W D1とアン
テナモジュール ADN-W AM との距離が近すぎると、電波障害の生じるおそれ
があります。
� ワイヤレスマイクユニットは、以下の間隔をあけて設置します：

– アンテナモジュールまで最低 1 m

– その他のワイヤレスマイクユニットまで最低 0.5 m

 75～
最大50 m

ADN CU1 ADN-W AM

> 1 m > 0.5 m> 0.5 m

無線到達範囲約30 m

> 0.5 m

ADN CU1

ESC

約 30 m 幾つかの国 /地域（カナダなど）では、ワイヤレスコンポーネントの作
動（周波数帯 5.15 ～ 5.25 GHz、チャンネル 5 ～ 8）が閉じられたスペー
スに制限されています。
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外部オーディ機器をセントラルユニットに接続する

会議チャンネルを外部オーディオ機器で出力する :

� セントラルユニットの音声出力OUT をXLRケーブルで外部オーディオ機
器と接続します。

外部オーディオソースを接続して、会議チャンネル経由で出力する :

� 外部オーディオソースを XLR ケーブルでセントラルユニットの音声入力
IN に接続します。

録音用に USB大容量記憶装置をセントラルユニット
に接続する
セントラルユニット ADN CU1の録音機能を利用するには（122ページを参照）、
以下の特性を持つ USB大容量メモリーが必要です。

� USB大容量メモリーを、2つのUSBインターフェース   のいずれかに接
続します。

� 必要ならば、USB大容量記憶装置の電源を接続します。

音声入力 IN と音声出力 OUT の音声信号の処理には様々な設定を利用で
きます。それによって、例えばビデオシステムや電話会議システムの
音声信号の遅れや重なりを回避できます（ 100ページまたは 201ペー
ジを参照）。

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

2x 52.8V 1.75A

7

7

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

6

2x 52.8V 1.75A

6

USB大容量記憶装置 要件

推奨される記憶容量 > 500 GB

ファイルシステム NTFS

FAT32

パーティション 1

接続ポート USBプラグ A型
インターフェース USB 2.0

電源供給 USB接続ポート経由 (約 500 mA)、または外
部電源経由

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100～240V～
50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

HDD

A
USBインターフェース  の数が足りないか、セントラルユニットの接
続部にUSB大容量メモリーが大きすぎる場合は、USBハブを使用します。

A

A
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ソフトウェア「Conference Manager」を準備する

セントラルユニットでソフトウェアを使用する

「Conference Manager」ソフトウェアをセントラルユニットで使用するには、次
のデバイスが必要です :

� モニタを Sub-D-VGAケーブルでモニタ出力   に接続します。

� キーボードとマウスを両方の USBインターフェース  に接続します。
� ソフトウェア「Conference Manager」を介してディスプレイ、キーボード、
マウスを設定します ( 151ページを参照 )。
会議システムを使用する準備ができました。

別のWindows-PCでソフトウェアを使用する

別の Windows-PC でソフトウェア「Conference Manager」を使用するには、シ
ステム要件に注意してください （127ページを参照）。

� セントラルユニットのイーサネットインターフェース  を、ネットワーク
ケーブル (型：Cat 5)で、PCのネットワークインターフェースと接続します。

� 供給された DVD-ROMに入っているソフトウェア「Conference Manager」を、
接続した PCにインストールします（127ページを参照）。

�「Windows バージョンのソフトウェアを使用する」章の 127 ページで説明
しているようにネットワークを構成します。

デバイス 要件
モニタ 接続ポート 15ピン Sub-D-VGA

解像度 800 x 600 ピクセル以上
推奨されるのは、1024 x 768 または 1280 

x 1024 ピクセルです。
マウス Windows-PC用の標準 USB

キーボード Windows-PC用の標準 USB

サポートされている言語：例えば、英語、ドイツ語、フ
ランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、オラン
ダ語など (完全なリストについては、「キーボードレイ
アウト」 253ページを参照）。

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100～240V～
50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

0

0

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100～240V～
50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

A
セントラルユニットの USBインターフェース  の数が足りない場合は
USBハブを使用してください。

A

A

IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100～240V～
50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

B

パソコンとセントラルユニットは、スイッチなどで接続することもでき
ます。

B
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会議システムをオン /オフにする

会議システムを有線マイクユニットでオンにする

� セントラルユニット ADN CU1および電源供給 ADN PSのオン /オフスイッ
チ  または  を押して、ポジション「I」にします。
セントラルユニットがオンになり、ディスプレイが点灯します。電源がオ
ンになり、ステータス LEDが点灯します。

電源供給 ADN PSおよびアンテナモジュール ADN-W AMは、セントラル
ユニットADN CU1とあらかじめ直列に接続したADN PSのスイッチがオ
ンである場合にのみオンにできます。

会議システムを構成する際には、目的に応じて有線マイクユニットの数
を各 ADN PS経由で増減できます。アンテナモジュール ADN-W AMを介
し、ワイヤレスマイクユニットを用いて会議システムを拡張することが
できます。

ADN PS ADN PS

ADN CU1

ESC

ADN-W AMON

ADN CU1 ON

ON

ON

ADN CU1

ADN CU1

ADN PS

ESC

1

2 3 4 5

ステータス LED 色 意味
POWER 緑色 ADN PS のスイッチがオンです
PORT I /Port II 

接続ポート 1/2

– 割り当てなし、スイッチオフ
オレン
ジ色

マイクユニットの直列配線

緑色 接続ポート 1と 2を介したマイクユ
ニットのリダンダントなリング配線

オレンジ、
点滅

マイクユニット配列でのエラー、
接続がオフになっています。

会議システムを初めてオンにする際に、希望する言語を設定します
（113 ページを参照）。本説明書では、セントラルユニットの操作メ
ニューにドイツ語を使用しています。

1 2

5

3 4
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ワイヤレスモードのアンテナモジュールによる会議システムをオンにする

セントラルユニットとアンテナ
モジュールとをオンにする

� セントラルユニットADN CU1のオン /オフスイッチ  を押して、「I」位置に
します。
セントラルユニットがオンになり、ディスプレイが点灯します。接続され
ているアンテナモジュール ADN-W AMも同様にオンになります。

ワイヤレスマイクユニット
をオンにする

� マイクボタン を押します。

マイクボタン LED  とライトリング  が赤色で点滅し、バッテリー
ADN-W BAの HF電波状態表示  がゆっくりと青色で点滅します。初期化
プロセスが終了し、アンテナモジュール ADN-W AM での登録が終わると、
マイクボタン LED  およびライトリング  が消灯します。バッテリー
ADN-W BAでは、HF電波状態表示  が伝送クオリティを示します：

アンテナモジュールでの登録は、設定されている登録モードによって異な
ります（開かれた登録モーまたは閉じられた登録モード、 96 ページまたは
165ページを参照）。

会議システムをオフにする

会議システム全体をオフにするには：
� セントラルユニット ADN CU1のオン /オフスイッチ  を押して、「0」位置
にします。
セントラルユニットがオフになり、ディスプレイが消えます。セントラル
ユニットに接続され、オンになっている全ての電源供給 ADN PS がオフに
なり、ステータス LEDが消えます。

個々の電源供給 ADN PSをオフにするには：
� 電源供給 ADN PSのオン /オフスイッチ  を押して、「0」位置にします。
電源がオフになり、全てのステータス LEDが消えます。接続されているそ
の他の電源供給 ADN PSも同様にオフになります。

会議システムのワイヤレスモードに、電源供給 ADN PSも使用している
場合には、同様にこの電源供給もオンになります（前項を参照）。

1

7

2

8

7

2

ADN-W BA

ステータス
LED 色 意味
HF 電波状
態表示

– 良好な伝送クオリティ
青、ゆっくりと点滅 一時的な伝送障害

（82ページを参照）
青、速く点滅 継続的な伝送障害

（82ページを参照）

5分以内にアンテナモジュールで接続が確立できなかった場合、ワイヤ
レスマイクユニットは自動的にオフになります。

8 2

2

8 2

2

2

ソフトウェア「Conference Manager」で設定の変更を行なった場合は、
セントラルユニットのスイッチを切る前に変更を保存する必要があり
ます（157 ページを参照）。セントラルユニットのその他の設定がすべ
て自動的に保存されます。

ADN CU1

ADN CU1

ADN PS

ESC

1

2 3 4 5

1

2
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アンテナモジュール ADN-W AM をオフにするには：
� システムケーブルをアンテナモジュールの入力   から外します。
アンテナモジュールがオフになりました。オンになっているアンテナモ
ジュールが検出されない場合、接続されているワイヤレスマイクユニット
が登録モードに切り替わり、5分後に自動的にオフになります。 

セントラルユニット ADN CU1、電源供給 ADN PS またはアンテナモジュール
ADN-W AM を完全にオフにするには：
� セントラルユニットADN CU1の電源プラグまたは電源供給ADN PSの電源プ
ラグを電源から切り離すか、またはアンテナモジュールの電源ユニット
NT 12～ 50Cを電源から切り離します。

ワイヤレスマイクユニット
をオフにする

すべての ワイヤレスマイクユニットをオフにするには：
� セントラルユニット ADN CU1のオン /オフスイッチ  を押して、「0」位置
にします。
セントラルユニットがオフになり、ディスプレイが消えます。セントラル
ユニットに接続されているアンテナモジュールのADN-W AMがオフになり
ます。オンになっているワイヤレスマイクユニットおよび接続されている
ワイヤレスマイクユニットの全部が、5分後に自動的にオフになります。

個々の ワイヤレスマイクユニットをオフにするには：
� マイクボタン  を 5秒間押したまま保持します。
または：
� バッテリーADN-W BAをバッテリ挿入部から取り出します（47ページを参
照）。
マイクユニットはオフになります。すべての LED が消灯します。

ワイヤレスマイクユニットを 完全にオフ にし、電源供給から切り離すには：
� 必要に応じて、電源ユニットNT 12-50Cの電源プラグをソケットから引き抜
きます。

� バッテリーをバッテリ挿入部から取り出します（47ページを参照）。

4

ソフトウェア「Conference Manager」によっても、同様にすべてのワイ
ヤレスマイクユニットをオフにすることができます（154 ページを参
照）。

1

2

8

7

2

ADN-W BA

会議モード「押して話す」を使用している場合、ワイヤレスマイクユ
ニットはバッテリーを取り出さなければオフになりません。

マイクボタンによる手動オフ機能は、作動解除することもできます
（171ページを参照）。

7

8
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メディア制御を使用する
会議システムをメディア制御システムに統合するには、次の前提条件が満たさ
れていることを確認します :

• メディア制御システムが ASCII 制御コマンドを送受信できること。
• 会議システムとメディア制御システムがイーサネットネットワーク経由で
相互接続されていること。

• ネットワーク通信が（ファイアウォールなどで）ブロックされていないこと。

メディア制御を接続する

セントラルユニットをメディア制御システムに接続する :

� ネットワークケーブル（種類 : Cat 5) をセントラルユニットのイーサネット
インターフェース  およびメディア制御システムのネットワークイン
ターフェースに接続します。

メディア制御をセントラルユニットと接続する

セントラルユニットとメディア制御システムの間の通信を可能にする :

� メディア制御システムとセントラルユニットの間のネットワーク通信が、
プロキシサーバやファイアウォールでブロックされていないことを確認し
ます。
通信には Port 53252 が使われます。

� メディア制御システムを、セントラルユニットの IPアドレス経由でセント
ラルユニットと接続します。セントラルユニットはソケットサーバとして
機能し、伝送制御プロトコル (TCP)およびポート 53252 経由でメディア制
御システムと通信します。セントラルユニットの IPアドレスの設定に関す
る詳細は以下のページに記載されています。
•「ネットワーク設定を行う – サブメニュー「ネットワーク」」 113ページ
•「ネットワーク設定を調整する」 131ページ
•「ネットワークを設定する」 153ページ

メディア制御をプログラムする

使用するメディア制御システムに従って、グラフィカルユーザーインター
フェースと操作手順を個別にプログラムして、要件に合わせて調整できます。
メディア制御システムのプログラミングに使用できる会議装置の制御コマン
ドと出力コマンドに関する全てのデータは、DVD-ROM（セントラルユニットに
同梱）に入っているドキュメント「ADN_MediaCtrl_Protocol.pdf」、またはウェ
ブサイト www.sennheiser.comで閲覧できます。
ADN 会議システムのメディア制御システムへの統合についてご質問がござい
ましたら、Sennheiser 取扱店までお問い合わせください。

メディア
制御
システム IN –– AUDIO –– OUT

PORT II     PORT I

100～240V～
50/60Hz  240W2x 52.8V 1.75A

B
メディア制御システムとセントラルユニットは、スイッチなどで接続す
ることもできます。

B

http://www.sennheiser.com
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ワイヤレスモードの設定

ワイヤレス会議モードの場合は、ワイヤレスコンポーネントの設定を行い、使
用国の規定および会議の要件に機能設定を適合させる必要があります。
無線コンポーネントの設定には、セントラルユニットの操作メニューまたはソ
フトウェア「Conference Manager」のいずれかを使用できます。しかし、ワイ
ヤレスモードの機能範囲をすべて設定するには、ソフトウェアを使って「ライ
ブ」モードで行わなければなりません。

ワイヤレス設定を行う

1. この会議システムを使用する国 /地域を設定します（「国の選択」、 95ペー
ジまたは 160ページを参照）。
この会議システムは、選択された国 / 地域においてのみ許可されている機
能設定だけを使用します。

2. 動的周波数マネージメントを設定します（「周波数選択 –自動」、 96 ページ
または 161ページを参照）。
すべての機能設定は自動的に行われます。この会議システムは、割り当て
られている周波数を自動的に検知し、電波障害が生じた場合は空いている
周波数帯に切り替えます。

3. ワイヤレスマイクユニットの登録モードを選択します：
• 開かれた登録モード （「アクセスモード – オープン」、 96 ページまたは

166ページを参照）
すべての作動準備の整ったワイヤレスマイクユニットが自動的にアン
テナモジュールに登録され、すぐに使用可能になります。この登録モー
ドは、ワイヤレスマイクユニットのみが使用されている場合、および標
準的な傍受セキュリティが達成されている場合に利用することができ
ます。

• 閉じられた登録モード （「アクセスモード –クローズド」、 167ページを
参照）
登録リストにシリアル番号があるワイヤレスマイクユニットだけしかワ
イヤレス会議に使用できません。この登録モードは、複数のワイヤレス
会議が並行して行われている場合に用い、それによってワイヤレスマイ
クユニットを正しい会議システムに接続します。この閉じられた登録
モードでは、選択され、有効にされたワイヤレスマイクユニットだけを
使うことができるため、傍受セキュリティを向上させることができます。

注意

違反行為のリスク
使用国において自由に使用できない無線周波数および信号強度を使うと、違反
行為のリスクが生じます。
� 使用国で許可されている無線周波数および無線信号強度のみを使用してく
ださい。

�「国の選択」で、この会議システムを使用する正しい国 /地域を選択します
（95 ページまたは 160ページを参照）。

幾つかの国 /地域（カナダなど）では、ワイヤレスコンポーネントの作
動（周波数帯 5.15 ～ 5.25 GHz、チャンネル 5 ～ 8）が閉じられたスペー
スに制限されています。
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無線信号クオリティを点検する

作動中に、ワイヤレスマイクユニットの無線信号クオリティを、それぞれのマ
イクユニットの HF 電波状態表示によって、またはソフトウェア「Conference

Manager」によって点検することができます（必要に応じて 「伝送障害を軽減
する」章の 82ページを参照）。
• バッテリー ADN-W BAの HF機能状態表示  は、伝送クオリティを直接ワ
イヤレスマイクユニットに表示します：

• ソフトウェア「Conference Manager」の「ライブ」モードで、無線信号クオ
リティを点検することができます。ルーム表示および出席者表示の両方で
無線信号クオリティについてのインフォメーションが得られます（ 208ペー
ジを参照）。

伝送障害を軽減する

動的周波数マネージメントを使用する場合は、会議システムが自動的に電波障
害に反応するため、電波障害に対応する必要はありません。
無線周波数を手動で選択した場合は、無線障害に対応する必要があります。
• 一時的な障害
このれらの障害は、例えばアンテナモジュールとワイヤレスマイクユニッ
トとの間の無線区間を通り抜ける人によって生じることがあります。例え
ば携帯電話やその他の無線エレクトロニクスなども一時的な障害の原因に
なります。通常、この会議システムはこれらの障害を補正する機能がある
ので、これらの障害に対応する必要はありません。

• 継続的な障害
これらの障害は無線到達範囲の境界部分で生じるか、または無線障害が常
時ある場合はその他の無線エレクトロニクス（例えば伝送器のアンテナ塔
によって）によって引き起こされているおそれがあります。

無線障害を軽減するには：
� アンテナモジュールとワイヤレスマイクユニットとの間の距離を縮小しま
す（見通し線で最大 30 m）。

� 障害を引き起こしている無線エレクトロニクスを直ちにオフにします。
� 動的周波数マネージメントを使用して、無線障害を回避します（96 ページ
または 161ページを参照）。

2

8

7

2

ADN-W BA

ステータス LED 色 意味

HF 電波状
態表示

– 良好な伝送クオリティ
青色でゆっくりと点滅 一時的な伝送障害
青色で速く点滅 継続的な伝送障害

2

2

無線信号クオリティ 

「電波状態」のアイコン 意味
 緑色 無線信号は正常であり、クオリティ良好。

無線伝送は異常なし
（約 80～ 100%の無線信号クオリティ）

 イエロー 無線信号の障害が僅かにあるが、十分なクオリ
ティであり、障害は最小限にすることができる
（約 20～ 80%の無線信号クオリティ）

 赤 無線信号が妨げられており、クオリティが
悪い。障害およびミスファイアが生じている
（無線信号クオリティ < 20%）

 グレイ 機能信号クオリティに関するインフォメーショ
ンが存在しない（例えば動作モード「設定」で
セントラルユニットへの有効な接続がない）
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セントラルユニットを操作する

セントラルユニットのボタンロックを解除する
ボタンロックがオンになっている場合（114ページを参照）、セントラルユニッ
トを操作するにはボタンロックをオフにしなければなりません。

ボタンの機能

� ジョグダイヤルを押すか、または、その他の任意のボタンを押します。
ディスプレイに「ボタンロック」が表示されます。 

� ジョグダイヤルを回します。
「オフ」設定を選択します。

� ジョグダイアルを押します。
ボタンロックがオフになります。

操作 機能
 ESC 中止ボタン
を押します

• 入力を取り消して、1 つ上のメニューレベルまたは
標準ディスプレイに戻ります。

ジョグダイヤル
を押します

• 標準ディスプレイから操作メニューに切り替えます
• メニュー項目を呼び出します
• サブメニューに切り替えます
• 設定を保存して操作メニューに戻ります

ジョグダイヤル
を回します

• 会議チャンネルの音量を増減します（標準ディスプ
レイの場合）

• 前のメニュー項目または次のメニュー項目に切り替
えます

• メニュー項目の値を変更します
標準ディスプレイボ
タンを押します

• 標準ディスプレイに戻ります 
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セントラルユニット経由で会議システムを設定する

操作メニューの概要

カンファレンスメニュー
オーディオメニュー
ワイヤレス設定
システムメニュー
* 言語
設定

 

メインメニュー
「メインメニュー」

ネットワーク
コントラスト
ボタンロック
出荷時設定の復元

 

サブメニュー
「設定」

国の選択
周波数選択
アクセス モード
ワイヤレスマイクユニットのオフ

 

サブメニュー
「ワイヤレス設定」

動作モード
最大動作マイク数
最大リクエスト数
発言時間制限
発言時間
予告時間
発言時間終了時の反応
申請時の点滅
再初期化
発言要求の消去

 

サブメニュー
「カンファレンスメニュー」

IPアドレスモード
IP アドレス
サブネットマスク
ゲートウェイ

 

サブメニュー
「ネットワーク」

XLR 出力
XLR 入力
ラウドスピーカー
フロアミックス
フィードバック抑制
XLR ミックスマイナス
マイク ラウドスピーカー ミュート
会議の録音

 

サブメニュー
「オーディオメニュー」

XLR 出力の状態
XLR 出力の音量
XLR 出力イコライザー

 

サブメニュー
「XLR 出力」

XLR 入力の状態
XLR 入力感度
XLR 入力イコライザー

 

サブメニュー
「XLR 入力」

スピーカーの音量
スピーカーのEQ 

サブメニュー
「ラウドスピーカー」

録音
録音状況  

サブメニュー
「会議の録音」

ラウドスピーカー
XLR 出力  

サブメニュー
「フィードバック抑制」

ユニット
LANの接続形態
診断プログラム
バージョン

 

サブメニュー
「システムメニュー」

システムの状態表示
温度
バス統計
セルフテスト開始
不良表示のリセット
エラー表示のリセット

 

サブメニュー
「診断プログラム」

ハードのバージョン
ソフトのバージョン 

サブメニュー
「バージョン」
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表示 メニュー項目の機能 設定オプション /表示 ページ

メインメニュー「メインメニュー」
「カンファレンスメニュー」 サブメニュー「カンファレンスメニュー」を呼

び出します。
– 90

「オーディオメニュー」 サブメニュー「オーディオメニュー」を呼び出
します。

– 97

「ワイヤレス設定」 サブメニュー「ワイヤレス設定」を呼び出し
ます。

– 95

「システムメニュー」 サブメニュー「システムメニュー」を呼び出し
ます。

– 102

「*言語」 言語を設定します。 「ドイツ語」、「英語」、
「スペイン語」、...

113

「設定」 サブメニュー「設定」を呼び出します。 – 113

カンファレンスメニュー「カンファレンスメニュー」
「モード」 会議モードを設定します。 「ダイレクト」、「オー

バー」、「押して話す」、
「リクエスト」

90

「最大動作マイク数」 全ての会議モードに対して同時発言権を持つ発
言者の最大数を設定します。

「1」～「10」 90

「最大リクエスト数」 会議モードが「リクエスト」および「ダイレク
ト」の場合の発言権申請の最大数を設定します。

「0」～「10」 91

「発言時間制限」 発言時間制限をオン /オフにします。 「オン」/「オフ」 92

「発言時間」 発言時間制限を設定します。 「01」～「60」 
 1分間隔

92

「予告時間」 予告時間を設定します（各発言時間の終了前に
予告します）。

「00」～「120」 
 10分間隔

92

「発言時間終了時の反応」 個別の発言時間が超過した場合の反応を設定し
ます。

「続行」/「中断」 93

「申請時の点滅」 発言権申請の際にライトリングをオン /

オフにします。 
「オン」/「オフ」 93

「初期化」 マイクユニットを新たに初期化します。 「はい」/「いいえ」 94

「発言要求の消去」 議長用マイクユニットの優先ボタンの機能  を
設定します。

「オン」/「オフ」 94

オーディオメニュー「オーディオメニュー」
「XLR 出力」 サブメニュー「XLR 出力」を呼び出します。 – 97

「XLR 入力」 サブメニュー「XLR 入力」を呼び出します。 –

「ラウドスピーカー」 サブメニュー「ラウドスピーカー」を呼び出し
ます。

– 98

「フロアミックス」 会議チャンネル（「ラウドスピーカー」）を介し
て、全てのマイクユニット信号がまとめて出力
されます。メニュー項目「フロアミックス」 で、
マイクユニット信号をどれくらいの音量レベル
で処理するかを設定できます。

「0.0 dB/マイク」 
「-3.0 dB/マイク」、
「チャンネルの数で分割」

98

「フィードバック抑制」 サブメニュー「フィードバック抑制」を呼び出
します。

– 99

「XLR ミックスマイナス」 電話会議の際の音声信号の重なりを回避するた
め、オーディオ出力 OUT からのオーディオ入力
IN のフィルタリングをオンにします。

「オン」/「オフ」 100

「マイクラウドスピーカー 

ミュート」
マイクユニットのマイク発言用のマイクユニッ
トラウドスピーカーをオフにします。

「オン」/「オフ」 100

「会議の録音」 サブメニュー「会議の録音」を呼び出します。 – 101
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オーディオ出力 OUTメニュー 「XLR 出力」
「XLR 出力状態」 オーディオ出力 OUT を有効 /無効にします。 「オン」/「オフ」 97

「XLR 出力の音量」 XLR出力の音量を設定します。

「01」～「32」
「XLR 出力 イコライザー」 XLR 出力の音質を設定します。

「−12 dB」～「+12 dB」

オーディオ入力 INメニュー「XLR 入力」
「XLR 入力状態」 オーディオ入力 IN を有効 /無効にします。 「オン」/「オフ」 97

「XLR 感度」 XLR入力の感度を設定します。

「−18.0 dBu」 ～
「+18.0 dBu」

「XLR 入力 イコライザー」 XLR入力の音質を設定します。

「−12 dB」～「+12 dB」

会議チャンネルのメニュー「ラウドスピーカー」
「スピーカーの音量」 会議チャンネルの音量（「ラウドスピーカー」）

を設定します。

「00」～「32」

98

「スピーカー イコライザー」 会議チャンネルの音質を設定します。

「−12 dB」 ～「+12 dB」

フィードバックを抑制し音量を上げるためのメニュー「フィードバック抑制」
「スピーカー」 マイクユニットラウドスピーカーの音量調節を

変更すると、最大音量を大きくできます。
その際、フィードバックの危険は低減されます。

オフ「オフ」
低レベル (約 +2～
+3 dB)「低強度」
高レベル (約 +5～
+6 dB) 「高強度」

99

「XLR 出力」 音声出力 OUTの音量調節を変更すると、最大音
量を大きくできます。その際、フィードバック
の危険は低減されます。

音声録音のメニュー「会議の録音」
「録音」 USB大容量記憶装置への会議チャンネルの録音

を設定します。
「オン」/「オフ」 101

「録音ステータス」 録音状態と USB大容量記憶装置の空記憶域に関
する情報を表示します。

表示 メニュー項目の機能 設定オプション /表示 ページ

XLR 出力の音量

いいえ

+ 6 dB
+ 6 dB

XLR出力イコライザー

いいえ

+02 dB
-03 dB
+05 dB

XLR 入力感度

いいえ

+07.5 dBu

+07.5 dBu

XLR入力イコライザー

いいえ

+02 dB
-03 dB
+05 dB

スピーカーの音量

いいえ

16
16

スピーカーのEQ

いいえ

+02 dB
-03 dB
+05 dB

録音状況

いいえ

状態 ：    オフ
使用可能 空き容量 ：    200 GB
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ワイヤレスメニュー「ワイヤレス設定」
「国の選択」 無線用に国 /地域を設定します。 「ヨーロッパ」、「米国 /

カナダ」、「メキシコ」、 ...
95

「周波数選択」 周波数選択モードを設定します。 「自動」/「手動」 96

「アクセスモード」 ワイヤレスマイクユニットのアクセスモードを
設定します。

「オープン」/「クローズ
ド」

96

「ワイヤレスマイクユニット
のオフ」

すべてのワイヤレスマイクユニットをオフにし
ます。

「はい」/「いいえ」 96

システムメニュー「システムメニュー」 
「ユニット」 セントラルユニット ADN CU1または電源供給

ADN PS に接続されているか、または無線でアン
テナモジュール ADN-W AMに接続されているマ
イクユニットの種類と数を表示

106

「LANの接続形態」 電源供給 ADN PSへの配線の種類を表示します
(シングル配線 またはリダンダントなリング
配線 )。

106

「診断プログラム」 サブメニュー「診断プログラム」を呼び出し
ます。

– 107

「バージョン」 サブメニュー「バージョン」を呼び出します。 – 111

診断メニュー「診断プログラム」
「システムの状態表示」 供給電流 (A)、供給電圧 (V)、出力 (P) に関する

情報を表示します。
107

「温度」 温度状態に関する情報を表示します。 108

「バス統計」 データ伝送 /エラーの状態に関する情報を表示
します。

109

「セルフテスト開始」 会議システムのセルフテストを実行します。 「はい」/「いいえ」 110

「不良表示のリセット」 エラーカウンター 「中断数」（診断メニュー
「バス統計」内）をリセットします。

「はい」/「いいえ」 110

「エラー表示のリセット」 診断メニュー「バス統計」のデータバスエラー
表示「エラー表示」をリセットします。

「はい」/「いいえ」 111

バージョンメニュー「バージョン」
「ハードウェアバージョ
ン情報」

ハードウェアバージョンを表示します。 111

表示 メニュー項目の機能 設定オプション /表示 ページ

ユニット

いいえ

システム :  216 D1 06 C1
CU :    00 D1 04 C1
PS01 :    29 D1 01 C1 

LANの接続形態

いいえ

PS01.I.1 :
PS01.I.2 :       – –
PS01.II   :

システムの状態表示

いいえ

CU.I ：   – – A   � V
PS07.II.1 ：   A – – V
PS07 : � P

温度

いいえ

CU  : �
PS07  : �
PS11  : �

バス統計

いいえ

エラー表示 : ☺
不良係数 : 1

いいえ

ハードのバージョン
ADN D1/C1:  1
CU1 SB:  1
ADN PS:  1
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操作メニューは、以下のように使用します
このセクションでは、メニュー項目「最大動作マイク数」を例にして、操作メ
ニューの設定方法を説明します。
操作メニューの工場出荷時設定に関する情報は、付録に記載されています
（252ページを参照）。

標準ディスプレイから操作メニューに切り替える

� ジョグダイアルを押します。
メインメニュー「メインメニュー」に切り替わります。最後に呼び出され
たサブメニューまたは最後に呼び出されたメニュー項目が表示されます。

「ソフトウェアバージョ
ン情報」

ソフトウェアバージョンを表示します。 112

設定メニュー「設定」
「ネットワーク」 サブメニュー「ネットワーク」を呼び出します。 – 113

「コントラスト」 ディスプレイのコントラストを設定します。 「1」～「15」 114

「ボタンロック」 ボタンロックを有効 /無効にします。 「オン」/「オフ」 114

「工場出荷時設定の復元」 全ての設定が工場出荷時設定に戻されます。 「はい」/「いいえ」 114

ネットワークメニュー「ネットワーク」
「IP アドレスモード」 IPアドレスを設定します。 「固定 IP」/「動的 IP」 113

「IP アドレス」 セントラルユニットの IPアドレスを設定し
ます。

「xxx . xxx . xxx . xxx」 113

「サブネットマスク」 セントラルユニットのサブネットマスクを設定
します。

「xxx . xxx . xxx . xxx」 114

「ゲートウェイ」 標準ゲートウェイの IPアドレスを設定します。 「xxx . xxx . xxx . xxx」 114

表示 メニュー項目の機能 設定オプション /表示 ページ

いいえ

ソフトのバージョン
ADN D1/C1 :  0.1.1.5
CU1 SB :  1.0.0.0
CU1 Main :  1.0.0.0

メインメニュー「メインメニ
ュー」；サブメニュー 「カン
ファレンスメニュー」が選択
されている

標準ディスプレイ

ダイレクト 30  D1/C1

  20

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定
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メニュー項目を呼び出します

� ジョグダイヤルを押して、サブメニュー「カンファレンスメニュー」を呼
び出します。
サブメニュー「カンファンスメニュー」が表示されます。

� ジョグダイヤルを回して、メニュー項目「最大動作マイク数」を選択します。
� ジョグダイヤルを押して、メニュー項目「最大動作マイク数」を呼び出し
ます。

設定を変更して保存する

� ジョグダイヤルを回して、メニュー項目「最大動作マイク数」を設定します。
� ジョグダイアルを押します。
入力内容が保存されます。操作メニューに戻ります。

入力内容を取り消す

または

最後に作業したメニュー項目に直接戻る :

メニューを終了する

または

メニュー項目「最大動作マイ
ク数」を選択し、呼び出す

メニュー項目「最大動作マ
イク数」が表示される

カンファレンスメニュー
動作モード
最大動作マイク数
最大リクエスト数

最大動作マイク数
設定 モード
マイク                     05
番号 リクエスト

05 05
サブメニュー「カンファレ
ンスメニュー」を選択して、
呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

ジョグダイヤルを左右に短く移動すると、メニューまたは設定が段階
的に切り替わります。
ジョグダイヤルを左右に回し、その位置のままにすると、メニューま
たは設定が継続的に切り替わります（繰り返し機能）。

メニュー項目「最大動作マ
イク数」を設定する

入力内容を保存します

最大動作マイク数
設定 モード
マイク                    05
番号 リクエスト

最大動作マイク数
設定 モード
マイク                    07
番号 リクエスト

05 05

メニュー項目「最大動作マイ
ク数」を選択し、呼び出す

カンファレンスメニュー
動作モード
最大動作マイク数
最大リクエスト数

05

� ESC 中止ボタンを押します。
操作メニューまたは 1つ上のメニューレベルが表示されます。

� 標準ディスプレイボタンを押します。
標準ディスプレイが表示されます。

� 最後に作業したメニュー項目が表示されるまでジョグダイヤルを
押します。

� 標準ディスプレイボタンを押します。
標準ディスプレイが表示されます。

� 標準ディスプレイが表示されるまで ESC 中止ボタンを押します。
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会議設定を調整する 「カンファレンスメニュー」
メニュー項目「カンファレンスメニュー」の設定は、実行中の会議システムの
動作に影響します。

会議モードを設定する –「動作モード」

可能な設定 :「ダイレクト」、「オーバー」、「押して話す」、「リクエスト」
• 「ダイレクト」と「オーバー」
この設定には、議長用マイクユニットは必要ありません。
同時発言権を持つ発言者の数が最大数 (「最大動作マイク数」) に達しない
場合は、自動的に他の発言者に発言権が与えられます。

• 「押して話す」
この設定には、議長用マイクユニットは必要ありません。
同時発言権を持つ発言者の数が最大数 (「最大動作マイク数」) に達しな
い限り、マイクボタンを押したままにした発言者が直ちに発言権を取得
します。マイクボタンを離すと発言権はなくなります。

注意

実行中の会議システムが中断されます。
会議システムを実行中にメニュー項目「カンファレンスメニュー」の設定を変
更すると、会議システムが中断されます。
� この場合は、会議システムの会議設定が変更され、発言権を新たに申請し
なければならないことを、会議出席者に伝えてください。

状況 同時発言権を持つ発言者の数が最大数に達しました 

（「最大動作マイク数」）。
イベント 別の発言者が発言を申請しています。
反応 「ダイレクト」設定

発言者は、別の発言者が発言権を戻すか失うまで、待たなけ
ればなりません。その後に、自動的に発言権を取得します。
「オーバーラン」設定
発言者は直ちに発言権を得ます。発言者の発言時間が最大に
なると、発言者は発言権を失います。

状況 同時発言権を持つ発言者の数が最大数に達しました
（「最大動作マイク数」）。

イベント 別の発言者が発言するには、マイクボタンを押したままにし
ます。

反応 マイクボタンを押しても何の反応もありません。同時発言権
を持つ発言者の数が再び最大数を下回ると、発言が可能にな
ります。

メニュー項目「動作モード」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「動作モード
」を設定する；入力内容を
保存する

カンファレンスメニュー
動作モード
最大動作マイク数
最大リクエスト数

動作モード
ダイレクト
オーバー
リクエスト

ダイレクトダイレクト
サブメニュー「カンファレ
ンスメニュー」を選択して、
呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定



ADN Digital Conference System | 91

セントラルユニット経由で会議システムを設定する

• 「リクエスト」
この設定には、議長用マイクユニットまたは「Conference Manager」ソフ
トウェア経由の会議の制御が必要です。
議長は発言権申請を受けて、発言権を選択します。これは FIFO 原則 (First

In – First Out)に基づき行なわれます：すなわち、待機時間が最も長い発言
者が発言権を得ます。

同時発言権を持つ発言者の最大数を設定する –「最大動作マイク数」

調整範囲 :「1」～「10」
「最大動作マイク数」設定は、すべての会議モードで同時発言権のある発言者
の最大数を制限します。
議長用マイクユニット ADN C1 の接続により設定範囲が制限される点にご注
意ください ( 最大 10 台の議長用マイクユニットの使用が可能です。 28 ペー
ジを参照）。議長用マイクユニット数による制限に基づき可能な数より大き
な値 (調整範囲「1」～「10」)を設定した場合、システムは最大マイク動作
数を、可能な最大値に制限します (表の例を参照してください )。

これらの設定が会議にどのように影響するかは、「会議モードを設定する –「動
作モード」」 90ページに記載されています。

発言権申請の最大数を設定する –「最大リクエスト数」

調整範囲 :「0」～「10」
「最大リクエスト数」設定は、議長用マイクユニットを使った操作 ( 会議モー
ド「リクエスト」) や会議モード「ダイレクト」に関係します。
これらの設定が会議にどう作用するかは、「会議モードを設定する –「動作モー
ド」」章 90ページに記載されています。

状況 発言権申請の数が最大数に達しました
(「最大リクエスト数」)。

イベント 別の発言者が発言権を申請しています。
反応 発言権申請数が最大数を下回った場合に初めて、発言権を申

請できます。

議長用マイク
ユニット

「最大動作マイク数」
の可能な設定

発言権をもつ出席者用マイクユニッ
トの可能な数

0 「1」～「10」 1～ 10

4 「1」～「6」 1～ 6

10 「0」 0、出席者用マイクユニットは議長用
マイクユニットによる発言のみ再生
することができます。

メニュー項目「最大動作マイ
ク数」を選択し、呼び出す

メニュー項目「最大動作マイク
数」を設定する；入力内容を保
存する

カンファレンスメニュー
動作モード
最大動作マイク数
最大リクエスト数

最大動作マイク数
設定 モード
マイク                    05
番号 リクエスト

05 05
サブメニュー「カンファレ
ンスメニュー」を選択して、
呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

メニュー項目「最大リクエス
ト数」を選択し、呼び出す

メニュー項目「最大リクエス
ト数」を設定する；入力内容
を保存する

カンファレンスメニュー
動作モード
最大動作マイク数
最大リクエスト数

最大リクエスト数
設定 モード
要求                    05
番号 リクエスト

05 05
サブメニュー「カンファレ
ンスメニュー」を選択して、
呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定
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発言時間制限をオン /オフする –「発言時間制限」

可能な設定 :「オン」および「オフ」
このメニュー項目で、発言時間制限をオン /オフにできます。制限時間、予
告時間、発言時間終了後の動作は、次の 3つのメニュー項目で設定できます
(「発言時間」、「予告時間」、「発言時間終了時の反応」)。

発言時間の制限を設定する –「発言時間」

調整範囲 :「01」...「60」 1分間隔
発言時間制限は、メニュー項目「発言時間制限」（前章を参照してください）
をオンにすると有効になります。
発言時間制限はそれぞれの発言ごとに更新されます。会議全体に対して一度だ
け設定するものではありません。

予告時間を設定する –「予告時間」

調整範囲 :「00」～「120」 10分間隔
� 予告時間を設定します。
設定は次のように影響します（例）:

サブメニュー「カンファレン
スメニュー」
を選択して、呼び出す

メニュー項目「発言時間制限
」を選択し、呼び出す

メニュー項目「発言時間制
限」を設定する；入力内容を
保存する

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

カンファレンスメニュー
最大動作マイク数
最大リクエスト数
発言時間制限

発言時間制限
オン
オフ

オン オン

サブメニュー「カンファレ
ンスメニュー」を選択して、
呼び出す

メニュー項目「発言時間」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「発言時間」
を設定する；入力内容を保
存する

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

カンファレンスメニュー
最大リクエスト数
発言時間制限
発言時間

発言時間
設定 モード
分 05

05 分 05 分

メニュー項目「予告時間」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「予告時間」
を設定する；入力内容を保
存する

カンファレンスメニュー
発言時間制限
発言時間
予告時間

予告時間
設定 モード
秒 20

20 秒 20 秒
サブメニュー「カンファレ
ンスメニュー」を選択して、
呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

2

8

「発言時間」 15（分）
「予告時間」 60（秒）
影響 発言時間終了の 60秒前、この例の場合は、

発言開始から 14分後に、ライトリング  お
よびマイクボタン LED  赤 が点滅を開始し
ます。

2
8
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各発言時間が超過した場合の反応を設定する –「発言時間終了時の反応」

可能な設定 :「続行」および「中断」

発言権申請の際のライトリングの点滅をオン /オフにする –「申請時の点滅」

可能な設定 :「オン」および「オフ」

メニュー項目「発言時間
終了時の反応」を選択し、
呼び出す

メニュー項目「発言時間終了
時の反応」を設定する；入力
内容を保存する

カンファレンスメニュー
発言時間
予告時間
発言時間終了時の反応

発言時間終了時の反応
続行
中断

続行 続行
サブメニュー「カンファレ
ンスメニュー」を選択して、
呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

2

8

イベント 個別の発言時間が終了しました。
反応 設定「続行」

個々の発言時間が継続されます。 ライトリング  およびマイ
クボタン LED  が、発言終了まで赤色で点滅します。
設定「中断」
個々の発言時間が終了します。 ライトリング  およびマイクボ
タン LED  が消灯します。

2

8

2

8

メニュー項目「申請時に点
滅」を選択し、呼び出す

メニュー項目「申請時に点
滅」を設定する；入力内容
を保存する

カンファレンスメニュー
予告時間
発言時間終了時の反応
申請時の点滅

申請時の点滅
オン
オフ

オン オン
サブメニュー「カンファレ
ンスメニュー」を選択して、
呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

2

8

設定 ライトリングの動作
「オン」 発言者が発言権を申請すると、マイクボタン LED  が緑色で点

滅し、ライトリング  が赤色で点滅します。
発言者自身にはマイクボタン LED  が見え、その他の会議出席
者には発言権の申請として点滅するライトリング  が見えます。

「オフ」 発言者が発言権を申請すると、 マイクボタン LEDが  緑色で点
滅します。
他の会議出席者は、この発言者が発言権を申請したことが分か
りません。

8

2

8

2

8
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マイクユニットの再初期化 –「再初期化」

システム稼働中に議長用マイクユニット ADN C1または ADN-W C1を会議シス
テムに有線または無線で接続する場合は、これらを改めて初期化しなければな
りません。
再初期化中は会議システムは中断されます。USB大容量記憶装置への録音は中
断されません。

可能な設定 :「はい」および「いいえ」

優先ボタンの機能  を設定する –「発言要求の消去」

このメニュー項目では、議長用マイクユニット ADN C1または ADN-W C1の優
先ボタン  の機能を設定します。

可能な設定 :「オン」および「オフ」

メニュー項目「再初期化」を
選択し、呼び出す

「再初期化」メニュー項目を
設定する；入力内容を適用
する

カンファレンスメニュー
発言時間終了時の反応
申請時の点滅
再初期化

再初期化
はい
いいえ

サブメニュー「カンファレ
ンスメニュー」を選択して、
呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

4

4

設定 優先ボタンの機能
「オン」 優先ボタン を押すと、全ての出席者用マイクユニット ADN D1

または ADN-W D1の発言権が取り消されます。既存の発言権申
請はクリアされます。 

「オフ」 優先ボタン を押すと、これまで発言権を持っていた全ての出
席者用マイクユニット ADN D1または ADN-W D1の発言権が取
り消されます。既存の発言権申請はそのまま保持されます。

4

メニュー項目「発言要求の
消去」を選択し、呼び出す

メニュー項目「発言要求の 
消去」を設定する； 
入力内容を保存する

カンファレンスメニュー
申請時の点滅
再初期化
発言要求の消去

発言要求の消去
オン
オフ

オン オン
サブメニュー「カンファレ
ンスメニュー」を選択して、
呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

4

4
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ワイヤレスモードの設定を行う –「ワイヤレス設定」
この操作メニューにより、ワイヤレスモードの基本機能を設定することができ
ます。すべての機能を利用し、ワイヤレスモードをモニターするには、ソフト
ウェア「Conference Manager」を利用します（160ページを参照）。

ワイヤレスモード用に国 /地域を設定する l –「国の選択」

可能な設定：「ヨーロッパ」、「米国 /カナダ」 [工場出荷時設定 ]、「メキシコ」、
「日本」、「中国」、「ロシア」、「トルコ」、「オーストラリア & ニュージーランド」、
「アラブ首長国連邦」
この会議システムを使用する国 / 地域を設定します。この会議システムは、
選択した国または地域で許可されている周波数および信号強度だけを使用
します。

ワイヤレスモードの場合、手動の周波数選択「周波数選択 –手動」およ
び無線信号強度「出力」の設定は、接続されているアンテナモジュール
ADN-W AM に直接保存されます。これらの設定は、ソフトウェア
「Conference Manager」の設定データを構成する要素ではありません。ア
ンテナモジュールを交換する場合は、これらの設定を再度行う必要があ
ります。

注意

違反行為のリスク
使用国 / 地域において自由に使用できない無線周波数および信号強度を使う
と、違反行為のリスクが生じます。
� 使用国 / 地域で許可されている無線周波数および無線振動強度のみを使用
してください。

�「国の選択」で、この会議システムを使用する正しい国 /地域を選択します。

幾つかの国 /地域（カナダなど）では、ワイヤレスコンポーネントの作
動（周波数帯 5.15 ～ 5.25 GHz、チャンネル 5 ～ 8）が閉じられたスペー
スに制限されています。
米国およびカナダの国別設定（「米国 /カナダ」）は、この会議システム
でもっとも制限の多い無線設定です。これらは工場出荷時設定にも使
用されます。
米国市場用のアンテナモジュールADN-W AM-USを会議システムで使用
する場合、国別規定を変更することはできません。この会議システム
は、米国市場およびその他のすべての地域で許可されている無線周波
数および送信強度だけを使用します。

メニュー項目「国の選択」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「国の選択」
を設定する；入力内容を
保存する

ワイヤレス設定
国の選択
周波数選択
アクセス モード

国の選択
米国/カナダ
欧州
ロシア

米国/カナダ 米国/カナダ
サブメニュー「ワイヤレ
ス設定」を選択して、呼
び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー
ワイヤレス設定
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周波数選択モードを設定する –「周波数の選択」

可能な設定：「自動」および「手動」

ワイヤレスマイクユニットの登録モードを設定する –「アクセスモード」

可能な設定 :「オープン」および「クローズド」

接続されたすべてのワイヤレスマイクユニットをオフにする –「ワイヤレス
マイクユニットのオフ」

可能な設定 :「はい」および「いいえ」

この機能によって、無線で会議システムに接続されているすべてのワイヤレス
マイクユニットをオフにすることができます。

設定 ワイヤレスコンポーネントの使用周波数
「自動」 会議システムは、障害が生じると、周波数を自動的に選択

し、空いている他の周波数に切り替えます（動的周波数マ
ネージメント）。

「手動」 会議システムは手動で選択された周波数を使用します。
この設定は、ソフトウェア「Conference Manager」によって
のみ設定できます（162ページを参照）。

メニュー項目「周波数選
択」を選択し、呼び出す

メニュー項目「周波数選
択」を設定する；入力内容
を保存する

ワイヤレス設定
国の選択
周波数選択
アクセス モード

周波数選択
自動
手動

自動 自動
サブメニュー「ワイヤレ
ス設定」を選択して、呼
び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー
ワイヤレス設定

設定
アンテナモジュールでのワイヤレスマイクユニットの登録
モード

「オープン」 無線到達範囲にあるすべてのワイヤレスマイクユニットの
が自動的にアンテナモジュールに登録され、使用可能にな
ります。

「クローズド」 ワイヤレスマイクユニットを、ソフトウェア「Conference 

Manager」によって手動でアンテナモジュールに登録する必
要があります（167ページを参照）。選択されたワイヤレス
マイクユニットだけが使用可能です。複数のワイヤレス会議
システムを同時に使用する場合、または保護された会議を行
う場合には、この機能を使用します。

サブメニュー「ワイヤレス
設定」を選択して、呼び出す

メニュー項目「アクセスモ
ード」を選択し、呼び出す

メニュー項目「アクセスモ
ード」を設定する；入力内
容を保存する

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー
ワイヤレス設定

ワイヤレス設定
国の選択
周波数選択
アクセス モード

アクセス モード
オープン
クローズド

オープン オープン

メニュー項目「ワイヤレス
マイクユニットのオフ」を
選択し、呼び出す

メニュー項目「ワイヤレスマ
イクユニットのオフ」を設定
する；入力内容を保存する

ワイヤレス設定
周波数選択
アクセス モード
ワイヤレスマイクユニットのオフ

ワイヤレスマイクユニットのオフ 
はい
いいえ

いいえ
サブメニュー「ワイヤレ
ス設定」を選択して、呼び
出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー
ワイヤレス設定
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音声設定を調整する 「オーディオメニュー」
サブメニュー「オーディオメニュー」で、会議システムの音声信号に関係する
設定を調整できます。

オーディオ出力 OUT とオーディオ入力 IN を設定する –

「XLR 出力」と「XLR 入力」

サブメニュー メニュー項目 機能
「XLR 出力」 「XLR 出力状態」 オーディオ出力 OUT をオン /オフし

ます。 
「XLR 出力の音量」 オーディオ出力 OUT の音量を設定し

ます。
「XLR 出力 イコライ
ザー」

音質を設定します。

「XLR 入力」 「XLR 入力状態」 オーディオ入力 IN をオン /オフし
ます。

「XLR 入力感度」 オーディオ入力 IN の入力感度を設
定します (現在のレベルが表示さ
れます )。
� 感度を設定する際には、最大入力
音量のレベル表示が最大値より
わずかに低くなるようにしてく
ださい。

「XLR 入力 イコライ
ザー」

音質を設定します。

「イコライザー」メニューで、ジョグダイヤル  を押して周波数範囲
を変更できます。
中止ボタン ESC を押すと、入力が中断され、全ての周波数範囲が前
の状態に戻ります。

サブメニュー「オーディオメ
ニュー」を選択し、呼び出す

その他のサブメニューを選
択して呼び出します

その他のメニュー項目を選
択して呼び出します

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー
ワイヤレス設定

オーディオメニュー
XLR 出力
XLR 入力
ラウドスピーカー

XLR 出力/XLR 入力
XLR 出力状態/XLR 入力状態

XLR 出力 音量/XLR 入力感度

XLR 出力イコライザー/XLR 入力イコライザー
いいえ いいえ

XLR 出力状態/XLR 入力状態 XLR 出力の音量 XLR 出力 イコライザー/XLR 入力 イコライザー 

いいえ いいえ
「XLR 出力状態/XLR 入力状
態」を設定する； 入力内容
を保存する

「イコライザー」を設定す
る；入力内容を保存する

オン
オフ

設定 モード
                              +6 dB
オフ

設定 モード + 02 dB
 – 03 dB
オフ + 05 dB

オン
XLR 入力感度

いいえ
「XLR 出力の 音量/XLR 入力
感度」を設定する； 入力内
容を保存する

+6 dB

+07.5 dBu

+07.5 dBu

4

5
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会議チャンネルを設定する –「ラウドスピーカー」

会議チャンネルのマイクユニット信号の処理を設定する –「フロアミックス」

可能な設定 :「0.0 dB/マイク」～「-3.0 dB/マイク」および「チャンネルの数
で分割」
会議チャンネル「ラウドスピーカー」では、すべてのマイクユニット信号がま
とめられて、マイクユニットラウドスピーカーとオーディオ出力 OUT から出
力されます。会議チャンネルの音量レベルは、音声信号* が追加されるごとに
高くなり、過変調する傾向があります。メニュー項目「フロアミックス」 で、
マイクユニット信号をどれくらいの音量レベルで処理するかを設定できます。

メニュー項目 機能
「スピーカーの音量」 会議チャンネルの音量を設定します。
「スピーカー イコライザー」 音質を設定します

「イコライザー」メニューで、ジョグダイヤルを押して周波数範囲を変
更できます。
中止ボタン ESC を押すと、入力が中断され、全ての周波数範囲が前の
状態に戻ります。

サブメニュー「オーディ
オメニュー」を選択し、呼
び出す

メニュー項目「ラウドスピー
カー」 を選択し、呼び出す

その他のメニュー項目を
選択して呼び出します

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー  
ワイヤレス設定

オーディオメニュー
XLR 出力
XLR 入力
ラウドスピーカー

ラウドスピーカー
スピーカーの音量
スピーカーのEQ 

いいえ いいえ

スピーカーの音量 スピーカーのEQ

いいえ いいえ
「スピーカーの音量」を
設定する；入力内容を保
存する

「スピーカーのイコライ
ザー」を設定する；入力
内容を保存する

設定 モード
                           16
オフ

16

 + 02 dB
 – 03 dB
 + 05 dB

5

* マイクユニットとオーディオ入力 IN

サブメニュー「オーディオメ
ニュー」を選択し、呼び出す

メニュー項目「フロアミッ
クス」を選択し、呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

オーディオメニュー
XLR 入力
ラウドスピーカー
フロアミックス

フロアミックス
- 0.0 dB /マイク
- 0.5 dB /マイク
- 1.0 dB /マイク

- 0.0 dB /マイク - 0.0 dB /マイク
メニュー項目「フロアミック
ス」を設定する；入力内容
を保存する
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フィードバックを抑制し音量を上げる機能をオン /オフする –「フィード
バック抑制」

状況 第 1のマイクユニットの音声信号が会議チャンネルで再生され
ます。

イベント 別のマイクユニットの音声信号が会議チャンネルで再生され
ます。信号の影響なしに、会議チャンネルの音量レベルが上が
ります。

反応 設定「0.0 dB /マイク」 ～「-3.0 dB /マイク」 
会議チャンネルの音量レベルは、別の音声信号があるたびに設
定した値だけ下がります。
� 開いたチャンネルの最大数を有効にして、さまざまな設定を
テストします（116ページを参照）。
会議チャンネルは希望する音量で聞こえ、歪みもなく、
フィードバックの傾向もありません。

� 最初は低い設定で始めてください。
設定「チャンネル数で分割」
会議チャンネルの音量レベルは、発言権を持つマイクユニット
の数に応じて自動的に低減されます（以下の表を参照してくだ
さい）。

発言権を持つマイクユ
ニットの数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

会議チャンネルの音量
レベルの低減 (dB)

0 -6 -9 -12 -14 -16 -17 -18 -19 -20

サブメニュー メニュー項目 機能
「フィードバック
抑制」

「ラウドスピー
カー」

 会議チャンネルの影響（「ラウドス
ピーカー」）を設定します。

「XLR 出力」  オーディオ出力 OUT（「XLR 出力」）
の影響を設定します。

サブメニュー「フィードバ
ック抑制」を選択して、呼び
出す

メニュー項目「ラウドスピ
ーカー」を選択し、呼び
出す

メニュー項目「ラウドスピ
ーカー」を設定する；入力
内容を保存する

フィードバック抑制
ラウドスピーカー
XLR 出力

オフ オフ

ラウドスピーカー
オフ
低強度
高強度

メインメニュー
      オーディオメニュー
             フィードバック抑制

サブメニュー「フィードバ
ック抑制」を選択して、呼
び出す

メニュー項目「XLR 出力」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「XLR 出力」
を設定する；入力内容を
保存する

フィードバック抑制
ラウドスピーカー
XLR 出力

オフ オフ

XLR 出力
オフ
低強度
高強度

メインメニュー
      オーディオメニュー
             フィードバック抑制
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可能な設定 :

• 「オフ」：機能はオフになっています。
• 「低強度」：音量はわずかに上がり ( 約 +2 ～ +3 dB)、フィードバックは低
減されます。

• 「高強度」：音量は大幅に上がり ( 約 +5 ～ +6 dB)、フィードバックは低減
されます。

サブメニュー「フィードバックの抑制」経由で、会議チャンネル (「ラウドス
ピーカー」)の音量調節やオーディオ出力 OUT (「XLR 出力」)の音量調節を変
更できます。「フィードバックの抑制」機能により、可能な最大音量を上げら
れます。音量の上昇に伴い、フィードバックの危険は低減されます。

音声出力 INの音声出力からのフィルタリングをオン /オフする (音声信号の
遅れを防止する ) –「XLR ミックスマイナス」

可能な設定 :「オン」および「オフ」
「XLR ミックスマイナス」機能は、オーディオ入力 IN の音声信号をオーディオ
出力 OUT の音声信号からフィルタリングします。こうして、例えばビデオ会
議システムや電話会議システムで接続されている外部の会議出席者への音声
信号が遅れたり、重なったりするのを防ぎます。
接続するビデオ会議システムや電話会議システムはこの機能に対応する必要
があります。

マイ クユニ ッ ト のマイ ク発言のためのﾏイ クユニ ッ ト ラウ ド スピー
カーをオン / オフする – 「マイ ク ラウ ド スピーカー ミ ュー ト 」

可能な設定 :「オン」および「オフ」
「マイクラウドスピーカー ミュート」機能を使って、マイクユニットのマイク
の発言がマイクユニットラウドスピーカーとヘッドホンジャック経由で伝送
されないようにします。マイクの発言は、音声出力 OUT 経由でのみ出力され
ます。
マイクユニットのラウドスピーカーは、オーディオ入力 IN 経由で入力された
音声信号だけを再生します (例えば、ビデオ会議システムや電話会議システム
からの）。

サブメニュー「オーディオメ
ニュー」を選択し、呼び出す

「XLR ミックスマイナス」
メニュー項目を選択して
呼び出します。

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

オーディオメニュー
フロアミックス
フィードバックの抑制
XLR ミックスマイナス

XLR ミックスマイナス
オン
オフ

オフ オフ
「XLR ミックスマイナス」メ
ニュー項目を設定します。
入力内容を保存します。

サブメニュー「オーディオメ
ニュー」を選択し、呼び出す

メニュー項目「マイクラウ
ドスピーカー ミュート」を
選択し、呼び出す

メインメニュー
カンファレンスメニュー
オーディオメニュー 
ワイヤレス設定

オーディオメニュー
フィードバック抑制
XLR ミックスマイナス
マイク ラウドスピーカー ミュート

マイク ラウドスピーカー ミュート
オン
オフ

オフ オフ
メニュー項目「マイクラウド
スピーカー ミュート」を設定
する；入力内容を保存する
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USB大容量メモリーへの会議の録音をオン /オフし、ステータスを確認する –

「会議の録音」

サブメニュー「会議の録音」で、接続した USB 大容量メモリーへの会議の録
音を設定できます（122ページを参照）。

可能な設定 :「オン」および「オフ」

サブメニュー メニュー項目 機能
「会議の録音」「録音」 会議の録音をオン /オフします。

「録音状態」 録音のステータスと使用可能なメモリー
ステータスを確認します。

サブメニュー「会議の録
音」を選択して、呼び出す

メニュー項目「録音」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「録音」を設定
する；入力内容を保存する

会議の録音
録音
録音状[態

オフ オフ

録音
オン
オフ

メインメニュー
      オーディオメニュー
                       会議の録音

メニュー項目「録音状態」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「録音状態」
を確認する；メニュー項目
を終了する

会議の録音
録音
録音状態

録音状態
状態 ： オフ
使用可能 空き容量 ：  200 GB

サブメニュー「会議の録
音」を選択して、呼び出す

メインメニュー
      オーディオメニュー
                              会議の録音
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システムを点検しエラーを検出する –

「システムメニュー」
サブメニュー「システムメニュー」には、会議システムの現在の状態と故障に
関する情報が表示されます。
オンにすると、セントラルユニットは自動的にセルフテストを実行します。こ
のテストで故障が検出されると、故障の種類に応じて故障アイコン ～  が
表示されます。重大な故障がある場合、故障アイコン  と  の表示が交互に
切り替わり、ディスプレイがオレンジから赤に変わります。セルフテストで配
線エラーが検出されると、エラーメッセージが表示され、ディスプレイが赤色
で点灯します（233 ページを参照）。会議システムが使用できません。配線エ
ラーに関する詳しいインフォメーションは 62 ページおよび 67 ページを参照
してください。
セントラルユニットは、実行中も会議装置にエラーがないか点検して、必要に
応じて次のアイコンを表示します。

アイコン  と  が表示され、故障が電源供給 ADN PSの接続ポートに関係し
ている場合、さらに該当する ADN PSでステータス LED PORT  または  がオ
レンジ色で点滅します。

会議装置のエラーフリー動作を確保する :

� 会議の前に次の手順を実施します。
これによって、会議装置のエラーを事前に検出して取り除くことができ
ます。

� 会議装置を完全にセットアップします。
出席者数が最終的に決定していない場合は、最大出席者数を想定します。
相応の数のマイクユニットを会議装置に接続します。

� 必要に応じて、すべてのワイヤレスマイクユニットをオンにすると、これ
らのユニットをアンテナモジュールに接続することができます。

� まず全ての電源供給ADN PSをオンにして、次にセントラルユニットADN CU1

をオンにします。
セントラルユニット ADN CU1はセルフテストを実行し、すべての電源供給
ADN PS および無線でアンテナモジュールに接続されているすべてのワイ
ヤレスマイクユニットを確認します。

エラーや警告が現れた場合は、以下の手順でこれらを取り除きます。
� エラーを取り除きます（次の表を参照してください）。

シンボル 意味
警告メッセージ

短絡メッセージ

ケーブルエラー

構成変更

K N

M N

ダイレクト 30  D1/C1

       22       

MN L K

ADN PS

3 4

ワイヤレスモードのステータスインフォメーションおよび故障は、ソ
フトウェア「Conference Manager」でモニターすることができます
（208ページを参照）。

M N

3 4

セルフテスト実行中はボタンを押したり、会議システムの構成を変更し
たりしないでください。
正常にセルフテストを実行した後で出席者数が増えた場合は、会議の
前に試運転を実行することを強く推奨します。
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� エラーを取り除いた後に、メニュー項目「セルフテスト開始」を「はい」
で確定して、手動でセルフテストを実行します：

セントラルユニットは、報告されたエラーがまだ存在しているかどうかを
確認します。エラーが取り除かれた場合は、セルフテストが終了すると、
対応するエラーアイコンが消灯します。

次に、発生する可能性のあるエラーメッセージとエラーを取り除く手順につい
て説明します。

サブメニュー「診断プログ
ラム」を選択し、呼び出す

メニュー項目「セルフテ
スト開始」を選択し、呼
び出す

メニュー項目「セルフテス
ト開始」を設定する；入力
内容を適用する

診断プログラム
温度
バス統計
セルフテスト開始

はい
いいえ
セルフテスト開始

セルフテスト開始

いいえ いいえ

メインメニュー
         システムメニュー
    診断プログラム

表示 アイコン「警告」  だけが点灯
します。ディスプレイが赤色に
点灯します。

エラー
とヘルプ

さまざまなエラーが発生している可能性があります。
� 以下のメニュー項目を順々にチェックします。

•「システムの状態表示」（107ページを参照）
•「温度」（108ページを参照）
•「バス統計」（109ページを参照）
メニュー項目エラーが表示された場合は、記載されている対
応策を実施して、エラーを取り除きます。

表示 アイコン「警告」  だけが点灯
します。 

エラー
とヘルプ

システムは、以下のハードウェア設定を報告します：
• 400 より多いマイクユニットが会議システムに接続されてい
ます。

• 150より多いワイヤレスマイクユニットADN-W D1/ADN-W C1

が会議システムに接続されています。
• 15より多い電源供給 ADN PSが会議システムに接続されてい
ます。その他のすべての電源供給が自動的に作動停止されて
います。

• 2つ以上のアンテナモジュール ADN-W AMが会議システムに
接続されています。その他のすべてのアンテナモジュールが
自動的に作動停止されています。

� 必要に応じて、マイクユニット、電源供給またはアンテナモ
ジュールなどの接続されているコンポーネントを減らして
ください。

記載されているハードウェア設定がない場合：
� 接続されているマイクユニットに異なったハードウェアが
あるかどうか、メニュー項目「ハードウェアのバージョン情
報」を点検します（111ページを参照）。

  20

ダイレクト 30  D1/C1

N

N

ダイレクト 30  D1/C1

  20

N

N
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表示 アイコン 「構成変更」  だけ
が点灯します。

エラー マイクユニット/アンテナモジュールの数が次の理由で変更され
ました：
• 1 台または複数のマイクユニット / アンテナモジュールを手
動で追加または取り外した

• 1 台または複数のマイクユニット / アンテナモジュールが自
動リセットされた（マイクユニット /アンテナモジュールが
再起動します）

• 1 台または複数のマイクユニット / アンテナモジュールが低
電圧のためにオフになった

• 次の理由によるってケーブルが切断された
• プラグがきちんと接続されていない
• ケーブルが破損している

ヘルプ � セルフテストを手動で実行します（110ページを参照）。
ディスプレイが次のように変更されることがあります :

• アイコン 「構成変更」  が消灯：構成の変更が検出されま
した。エラーは発生していません。

• アイコン 「構成変更」  が引き続き点灯：次の手順を実施
します。

アイコン「構成変更」  がセルフテスト後も点灯している場合：
� エラーカウンタ「中断数」をリセットします （110ページを
参照）。

� メニュー項目「バス統計」へ切り替えて （109ページを参照）、
「中断数」の表示を確認します。

� マイクユニット /アンテナモジュールおよびシステムケーブ
ルを慎重に移動して、「中断数」の数字が上昇するかどうか
を確認します。
数字が上昇する場合は、対応するプラグ接続を点検するか、
または、該当するマイクユニットとシステムケーブルを交換
します。

エラーが取り除かれない場合 :

� メニュー項目「システムの状態表示」に記載されている手順
を実行します（107ページを参照）。

� 引き続き手動でセルフテストを実行します（110ページを
参照）。 

表示 アイコン「警告」  および「構
成変更」  が点灯します。ディ
スプレイが 赤色に点灯します。

ダイレクト 30  D1/C1
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エラー
とヘルプ

セルフテスト中にマイクユニット/アンテナモジュールの数が変
更されました：
オンにした後でセルフテストが自動的に実行されます。この場合
は、接続したすべてのマイクユニット /アンテナモジュールで会
議がシミュレートされます。
その際にマイクユニット/アンテナモジュールに故障があること
が検出された場合は、上のエラーアイコンが表示されます。
マイクユニット/アンテナモジュールの故障は低電圧または過電
流が原因です：
� メニュー項目「システムの状態表示」に記載されている手順
を実行します（107ページを参照）。

� 引き続き手動でセルフテストを実行します（110 ページを参
照）。 

表示 アイコン「警告」  および
「ショート」  が点灯します。
マイクユニットディスプレイ
「D1/C1」には、マイクユニット
（ディスプレイ：「--」）は表示さ
れません。ディスプレイが 赤色
に点灯します。該当する電源供
給 ADN PSがある場合は、その

電源のステータス LED PORT がオレンジ色で点滅します。
セントラルユニット ADN CU1 または電源供給 ADN PS の該当す
るマイクユニット接続ポート PORT はオフになります。

エラー
とヘルプ

短絡の原因は次のとおりです :

• プラグ接続部で金属部品（ペーパークリップなど）がコンタ
クトをブリッジしている

• システムケーブルが破損している
• ケーブルが間違っている（クロスオーバーケーブルなど）
� 適切なシステムケーブルが使われているかどうか点検し
ます。

� メニュー項目「システムの状態表示」に記載されている手順
を実行します（107ページを参照）。

� 引き続き手動でセルフテストを実行します（110 ページを参
照）。
表示「D1/C1」は接続されたマイクユニットを表示します (例
えば「08」)。以前にオフになったマイクユニット接続ポー
ト PORT は再びアクティブになります。

表示 マイクユニット /アンテナモ
ジュール がセントラルユニッ
ト ADN CU1に直接接続されて
いる場合のみ可能です。
アイコン「警告」  および
「ケーブルエラー」  が点灯し、
バー「処理中 ...」が表示され
ます。ディスプレイが 赤色に
点灯します。

エラー
とヘルプ

マイクユニット /アンテナモジュールの入力 IN  と出力 OUT

が入れ違っていると、該当するマイクユニットのマイクボタン
LED  とライトリング  が赤色で点滅します。
� 接続ポートが正しいかどうかチェックします（57ページを参
照）。

  20
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接続されたマイクユニットの種類と数を表示する –「ユニット」

メニュー項目「ユニット」で、会議システム (「システム」) の出席者用マイ
クユニット (「D1」)と議長用マイクユニット (「C1」)の数が表示されます。
セントラルユニット ADN CU1 の割り当てを確認できます（表示は両方の接続
部 PORT I (「CU.I」) と II (「CU.II」)に分割されています）。電源供給 ADN PSを
少なくとも一台使用している場合は、セントラルユニット (「CU」) に接続し
たマイクユニットと電源 (例えば「PS01」)ごとにマイクユニットがまとめて
表示されます。
無線で接続されているワイヤレスマイクユニットは、アイテム「システム」で
表示されます。

マイクユニット数には星印「*」が
付いています

マイクユニット数に星印「*」が付いている場合、会議システムは電源供給
ADN PS へのマイクユニットの割り当てや正確な数を確定できません。この事
態はトポロジー変更の場合に発生します（例えば、システム稼働中に、マイク
ユニットを会議システムに追加した場合など）。
マイクユニットの数と割り当てを確定し、星印「*」を消す :

�  セルフテスト を手動で実行します ( 110ページを参照）。
または
� 会議システムを再起動します（77ページを参照）。

電源供給 ADN PSへの配線方式を表示する –「LANの接続形態」

メニュー項目「LAN の接続形態」で、会議システム内にある全ての電源供給
ADN PS の配線方式（シングル配線またはリダンダントなリング配線）が表示
されます。

シングル配線の場合、その都度の PORT の接続ポート 1 と 2 が表示されます
(例えば、電源供給 ADN PSの「PS01.I.1」はセントラルユニットのポジション
1、PORT、出力 1に接続 )。 リダンダントなリング配線では、PORT I または II だ
けが表示されます (例えば「PS01.I」）。

システムメニュー
ユニット
LANの接続形態
診断プログラム

いいえ
メニュー項目「ユニット」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「ユニット」
を確認する；メニュー項目
を終了する

サブメニュー「システムメニ
ュー」を選択し、呼び出す

メインメニュー
オーディオメニュー
ワイヤレス設定 
システムメニュー

ユニット

いいえ

システム :  216 D1 06 C1
CU :    00 D1 04 C1
PS01 :    29 D1 01 C1 

ユニット

いいえ

システム :  * 216 D1  * 06 C1
CU :  *   00 D1  * 04 C1
PS01 :  *   29 D1  * 01 C1 

システムメニュー
ユニット
LANの接続形態
診断プログラム

いいえ
メニュー項目「LANの接続
形態」を選択し、呼び出す

メニュー項目「LANの接続
形態」を確認する；メニュ
ー項目を終了する

サブメニュー「システムメニ
ュー」を選択し、呼び出す

メインメニュー
オーディオメニュー
ワイヤレス設定 
システムメニュー

LANの接続形態

いいえ

PS01.I.1 :
PS01.I.2 :    – –
PS01.II   :

表示 意味
マイクユニットは出力ポートへシングル配線で接続されてい
ます。
マイクユニットはポートへリダンダントなリングで接続されて
います。

– – 出力ポートへマイクユニットが接続されていません。



ADN Digital Conference System | 107

セントラルユニット経由で会議システムを設定する

システム分析 – サブメニュー「診断プログラム」

メニュー項目「診断プログラム」は、供給電流、供給電圧、出力、データ伝送
状態、ケーブル配線の遮断に関する情報を提供します。

供給電流、供給電圧、
出力のステータスを表示する –

「システムの状態表示」

セントラルユニット ADN CU1 と電源供給 ADN PS の全ての接続ポートで電流
(アンペア = 「A」)、電圧 (ボルト = 「V」)、出力 (出力 = 「P」) が正常範囲
にあれば、アイテム「システム」にアイコン が表示されます。
セントラルユニットADN CU1または電源供給ADN PSのポートに危険値が発生す
ると、該当するアイテム「システム」にアイコン が表示されます。「システ
ム」の下方に、該当するコンポーネントとその接続ポートがリストアップされ
ます。
該当するコンポーネントのリストの例

接続ポートまたはコンポーネントには、以下のエラーが生じる可能性があり
ます。

サブメニュー「システムメニ
ュー」を選択し、呼び出す

サブメニュー「診断プログ
ラム」を選択し、呼び出す

サブメニュー「診断プログ
ラム」が表示される

メインメニュー
オーディオメニュー
ワイヤレス設定 
システムメニュー

システムメニュー
ユニット
LANの接続形態
診断プログラム

システムの状態表示
温度
バス統計

診断プログラム

いいえ いいえ

サブメニュー「診断プログ
ラム」を選択し、呼び出す

メニュー項目「システムの状
態表示」を選択し、呼び出す

メニュー項目「システムの
状態表示」を確認する；メ
ニュー項目を終了する

診断プログラム
システムの状態表示
温度
バス統計

システムの状態表示

いいえ いいえ

メインメニュー
         システムメニュー
   診断プログラム

システム： ☺ A ☺ V
システム： ☺ P



システムの状態表示

いいえ

システム：      � P
CU.I ：  – – A   � V
PS07.II.1 ：   A – – V

表示 意味
CU.I セントラルユニット ADN CU1、PORT I

PS07.II.1 電源供給 ADN PSがセントラルユニットのポジション 7、
PORT II、出力 1に接続



表示 意味と原因
A 接続ポートの過電流は、特に以下の原因が考えられます。

• プラグ接続部で金属部品（ペーパークリップなど）がコンタ
クトをブリッジしている

• マイクユニットが故障している
• システムケーブルが破損している
• システムケーブルが長すぎる
• 接続ポートに接続されたマイクユニット / アンテナモジュー
ルが多すぎる

A 接続ポートの短絡は、特に以下の原因が考えられます。
• プラグ接続部で金属部品（ペーパークリップなど）がコンタ
クトをブリッジしている

• マイクユニット /アンテナモジュールが故障している
• システムケーブルが破損している
• ケーブルが間違っている（クロスオーバーケーブルなど）

V 低電圧は以下により生じる可能性があります。
• マイクユニット /アンテナモジュールが故障している
• システムケーブルが長すぎる
• 接続ポートに接続されたマイクユニットが多すぎる
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エラーメッセージ（102 ページを参照） が出た場合は、上の表で言及したエ
ラーに関して会議システムを点検します。

エラーを取り除くための手順 :

• エラーの除去は、 セントラルユニット ADN CU1、電源供給 ADN PS、その都
度の該当するポートに対して、別々に行ないます。

• 直列のケーブル配線またはリング配線の最大長を計算し（29 ページを参
照）、必要に応じてケーブルの長さを短縮します。

• マイクユニットの数を、配線の列またはリングあたり最大 15～ 20台まで
減らします。

• 必要な場合は、エラーメッセージが表示されなくなるまでマイクユニット
の数を減らします。
次に、マイクユニットを加えて、セントラルユニットのディスプレイを確
認します。 エラーが検出される場合は、最後に追加したマイクユニット、使
用しているケーブル、または、プラグ接続の金属部品がエラーの原因であ
ることが考えられます。

温度状態を表示する –「温度」

セントラルユニット ADN CU1と電源供給 ADN PSの温度が正常範囲にあれば、
アイテム「システム」にアイコン  が表示されます。
セントラルユニットADN CU1または電源供給ADN PSの温度が限界値を超えてい
る場合は、アイテム「システム」にアイコン  が表示されます。「システム」の
下に、アイコン  のついた該当するコンポーネントがリストアップされます。

該当するコンポーネントの例

V

--

接続ポートは以下により遮断されています。
• マイクユニットが接続されていない / アンテナモジュールが
故障している

• 短絡
P 接続したマイクユニットの数が多すぎると、セントラルユニッ

ト ADN CU1や電源 ADN PSの出力が不足します。
P

--

セントラルユニット ADN CU1または電源供給 ADN PSの出力に
関する情報がまだ入手できません。

会議システムの スタート時に 既にエラーが発見された場合は、エラー
を取り除いた後に手動で セルフテスト をスタートさせ（110ページを
参照）、エラーがまだあるかどうかをチェックします。
実行中にエラーが発生し、手動で取り除いた場合は、セントラルユニッ
トが自動的に検出します。

表示 意味と原因



サブメニュー「診断プログ
ラム」を選択し、呼び出す

メニュー項目「温度」を選択
し、呼び出す

メニュー項目「温度」を確
認する； メニュー項目を終
了する

診断プログラム
システムの状態表示
温度
バス統計

温度

いいえ いいえ

メインメニュー
   システムメニュー
  診断プログラム

システム：      ☺  



温度

いいえ

システム  : �
CU  : �
PS07  : �




表示 意味
CU セントラルユニット ADN CU1

PS07 電源供給 ADN PSがセントラルユニットのポジション 7に接続
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温度の上昇を防ぐ :

� セントラルユニットADN CU1と電源供給ADN PSのファンの全ての通気口が
塞がれていない事を確認します （38 ページおよび 40ページを参照）。

� 必要に応じてファンの通気口を清掃します（225ページを参照）。
セントラルユニット ADN CU1と電源供給 ADN PSをラックに組み込む：
� セントラルユニットと電源の下部と上部に空間を設けて補足的な通気を確
保するか、または、追加のファンをラックに組み込みます。

温度が再び作動条件の範囲内になると、システムは自動的にこれを認識します
(表示には、アイテム「システム」にアイコン  が表示されます）温度は定期
的に点検されます。
これらの措置を実施しても過熱が検出される場合は、ファンが故障しているこ
とが考えられます :

� 資格のあるメンテナンス担当者にファンの点検を依頼して、必要な場合は
交換してもらいます。

システムバスエラーを表示する –

「バス統計」

システムバスエラーの原因としては次のことが考えられます :

• マイクユニット /アンテナモジュールの数が変更された
• ケーブルが破損している
• ケーブルシールドにエラーがある
• マイクユニット /アンテナモジュールが故障している
• 強い電磁界がある
システムバスエラーがあると、「エラー表示」にエラーアイコン  が表示され
ます。ディスプレイが赤に切替えられ、アイコン「警告」  が標準ディスプレ
イ（102ページを参照）に表示されます。
伝送エラーは一時的または継続的である可能性があります :

一時的な 伝送エラーは、例えばシールドが弱い携帯電話をシステムケーブル
やマイクユニットまたはアンテナモジュールの近くに置いた場合に発生する
事があります。伝送エラーが取り除かれると、スマイル - アイコン  がディ
スプレイに表示されます。ディスプレイがオレンジ色に変わり、アイコン「警
告」  が消えます。
継続的な 伝送エラーがあると、もはや会議を潤滑に実行できません。継続的
な伝送エラーは直ちに取り除かなければなりません。エラーの除去は、メ
ニュー項目「システムの状態表示」（107 ページを参照）に記載された手順で
行ないます。さらに必要であれば、セントラルユニット ADN CU1 と電源供給
ADN PS の間の接続ケーブルの長さを短くします ( ケーブルの長さは短いほど
動作の確実性は向上します。許容される長さは最大 50 m です )。場合によっ
ては、さらに、会議システムの近くにあるその他の電気機器がエラーの原因で
ないかどうかを確認します。
エラーアイコン「エラー表示」を手動でリセットします（111ページを参照）。
エラーカウンタ「中断数」は、会議システムの全ての変更とエラーを段階的に
数えます (例えば、追加されたマイクユニッ /アンテナモジュールや追加接続
された電源供給 ADN PS など )。エラーカウンタの変化を参考にしてエラーの
原因を特定できます（ケーブルを揺らすとエラー数が急速に増える場合は、
ケーブルに故障があることが分かります）。
エラーカウンタ「中断数」をリセットします （110ページを参照）。



サブメニュー「診断プログ
ラム」を選択し、呼び出す

メニュー項目「バス統計」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「バス統計」
を確認する；メニュー項目
を終了する

診断プログラム
システムの状態表示
温度
バス統計

バス統計

いいえ いいえ

エラー表示 :  ☺

不良係数 ：  1

メインメニュー
         システムメニュー
    診断プログラム


N



N
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手動でセルフテストを実行する –

「セルフテスト開始」

セントラルユニット ADN CU1 がスイッチオンの後や稼働中にエラーを検出し
た場合 :

� エラーを取り除きます（102 ページ以降を参照）。
� メニュー項目「セルフテスト開始」を「はい」で確定して、手動でセルフ
テストを実行します：会議は中断されます。
セントラルユニットは、報告されたエラーがまだ存在しているかどうかを
確認します。エラーが取り除かれた場合は、セルフテストが終了すると、
対応するエラーアイコンが消灯します。引き続き点灯している場合は、エ
ラーを取り除くための次の措置が必要です（102 ページ以降を参照）。

エラーカンタをリセットする –

「不良表示のリセット」

可能な設定 :「はい」および「いいえ」
これらのメニュー項目を使って、エラーカウンタ 「中断数」（診断メニュー
「バス統計」内）をリセットできます（109ページを参照）。

表示されたエラーを取り除いた後は、必ずセルフテストテストを実行し
ます。
セルフテスト実行中はボタンを押したり、会議システムの構成を変更し
たりしないでください。

サブメニュー「診断プログ
ラム」を選択し、呼び出す

メニュー項目「セルフテ
スト開始」を選択し、呼
び出す

メニュー項目「セルフテス
ト開始」を設定する；入力
内容を適用する

診断プログラム
温度
バス統計
セルフテスト開始

はい
いいえ
セルフテスト開始

セルフテスト開始

いいえ いいえ

メインメニュー
         システムメニュー
    診断プログラム

サブメニュー「診断プログ
ラム」を選択し、呼び出す

メニュー項目「不良表示
のリセット」を選択し、呼
び出す

メニュー項目「不良表示のリ
セット」を設定する；入力内
容を適用する

診断プログラム
バス統計
セルフテストを実行する
不良表示のリセット

不良表示のリセット
はい
いいえ

メインメニュー
         システムメニュー
    診断プログラム
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データバスエラーの表示をリセッ
トする –「エラー表示のリセット」

可能な設定 :「はい」および「いいえ」
これらのメニュー項目を使って、 データバスエラーの表示「エラー表示 .」（診
断メニュー「バス統計」内）をリセットすることができます （109 ページを
参照） 。

ハードウェアとソフトウェアのバージョンを表示する – サブメニュー「バー
ジョン」

サブメニュー「バージョン」には、ハードウェアとソフトウェアのバージョン
に関する情報が表示されます。
会議システム用のファームウェアのアップデートに関する情報は、Sennheiser

取扱店またはウェブサイト www.sennheiser.com のダウンロードエリアから入
手できます。

ハードウェアのバージョンを表示
する –「ハードのバージョン」

同一のハードウェアバージョンを使用する場合は、アイテムの後にバージョン
番号が表示されます（例「2」）。異なるハードウェアバージョンを使用する場
合、「変更」が表示されます。
リダンダントなリング配線での確実な動作を保証するために、 有線マイクユ
ニット ADN C1 または ADN D1 のハードウェアには修正が施されています。
Hardware-Revision 1（型番プレートに記載なし）のマイクユニットを Hardware-

Revision 2（型番プレートに HW: v2と記載）のマイクユニットを組み合せると、
フェールセーフ機能が制限されます。

 必ずセルフテストを実行して（110ページを参照）、エラーが確かに取
り除かれたことを確認してください。
セルフテストが正常に実行されると、エラーメッセージが消灯して、
データバスエラーの表示が自動的にリセットされます。

サブメニュー「診断プログ
ラム」を選択し、呼び出す

メニュー項目「エラー表
示のリセット」を選択し、
呼び出す

メニュー項目「エラー表示
のリセット」を設定する；
入力内容を適用する

診断プログラム
セルフテスト開始
不良表示のリセット
エラー表示のリセット

エラー表示のリセット
はい
いいえ

メインメニュー
         システムメニュー
   診断プログラム

サブメニュー「バージョン
」を選択し、呼び出す

サブメニュー「バージョン」
が表示される

システムメニュー
LANの接続形態
診断プログラム
バージョン

バージョン
ハードのバージョン
ソフトのバージョン

いいえ いいえ

サブメニュー「システムメニ
ュー」を選択し、呼び出す

メインメニュー
オーディオメニュー
ワイヤレス設定 
システムメニュー

アイテム ハードウェアバージョン
「ADN D1/C1」 有線マイクユニット ADN D1と ADN C1

「ADN-W D1/C1」 ワイヤレスマイクユニット ADN-W D1または
ADN-W C1

「CU1 SB」 セントラルユニット ADN CU1（Slave Board）
「ADN PS」 電源供給 ADN PS

「ADN-W AM」 アンテナモジュール ADN-W AM

「ハードのバージョン」
メニュー項目を選択し
て呼び出します

メニュー項目「ハードの
バージョン」を確認する；
メニュー項目を終了する

バージョン
ハードのバージョン
ソフトのバージョン

いいえ いいえ

ハードのバージョン
ADN D1/C1:  2
CU1 SB:  1
ADN PS:  1

サブメニュー
「バージョン」
を選択し、呼び出す

メインメニュー
         システムメニュー
           バージョン
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リダンダントなリング配線で、異なるハードウェアやバージョン１のハード
ウェアを使用すると、システムが警告を出します（アイコン「警告」  が点灯
します。 103を参照）。
リダンダントなリング配線で確実な動作を可能にする :

� マイクユニットのハードウェアが識別されているかどうかをチェックしま
す（表示「D1/C1: 変更」）。

� リダンダントなリング配線では、Hardware-Revision 2のマイクユニットの
みを使用してください。

ハードウェアのバージョンを表示
する –「ハードのバージョン」

会議システムで同一のソフトウェアバージョンを使用する場合は、アイテムの
後にバージョン番号が表示されます（例「0.1.1.5」）。異なるソフトウェアバー
ジョンを使用する場合、「変更」が表示されます。
全ての機能を活用するために、常に同じ最新バージョンのソフトウェアを使用
してください。ADN会議システムのソフトウェアのアップデートに関する詳細
は、Sennheiser取扱店で入手できます。

ダイレクト 30  D1/C1

  20

N

リンダントなリング配線を使用していないのに、会議システムがハード
ウェアバージョンが異なるとの警告を出す場合は、マイクユニットの入
力 IN  と出力 OUT  とが入れ違えられています。
警告メッセージを除去する :

� 会議システムを正しく構成します（58ページを参照）。

N

IN    OUT

< A

アイテム ソフトウェアバージョン
「ADN D1/C1」 有線マイクユニット ADN D1 と ADN C1

「ADN-W D1/C1」 ワイヤレスマイクユニット ADN-W D1 または 
ADN-W C1

「CU1 SB」 セントラルユニット ADN CU1（Slave Board Software）
「CU1 Main」 セントラルユニット ADN CU1（Main Software）
「ADN-W AM」 アンテナモジュール ADN-W AM

サブメニュー
「バージョン」
を選択し、呼び出す

「ソフトのバージョン」
メニュー項目を選択し
て呼び出します

メニュー項目「ソフトのバ
ージョン」を確認する；メニ
ュー項目を終了する

バージョン
ハードのバージョン
ソフトのバージョン

いいえ いいえ

ソフトのバージョン
ADN D1/C1:  0.1.1.5
CU1 SB:  1.0.0.0
CU1 Main:  1.0.0.0

メインメニュー
         システムメニュー
            バージョン
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言語を設定する –「*言語」
メニュー項目「*言語」で操作メニューの言語を設定できます：

可能な設定 :中国語「中文」、デンマーク語「Dansk」、ドイツ語「Deutsch」、英
語「English」、フィンランド語「Suomi」、フランス語「Français」、オランダ語
「Nederlands」、イタリア語「Italiano」、日本語「日本語」、ノルウェー語「Norsk」、
ロシア語「Русский」、スェーデン語「Svenska」、スペイン語「Español」
星印「*」が付いているので、分からない言語が設定されている場合も、設定
言語を見つけられます。

その他の設定を行う –「設定」

ネットワーク設定を行う – サブメニュー「ネットワーク」

サブメニュー「ネットワーク」で、IP アドレスの割り当て、並びに IP アドレ
ス、サブネットマスクおよび標準ゲートウェイを設定できます。
ネットワーク設定に関する詳細は、 「Windowsバージョンのソフトウェアを使
用する」章 127ページに記載されています。

IPアドレスを設定する –

「IP アドレスモード」

可能な設定 :「固定 IP」および「動的 IP」

固定 IPアドレスを設定する –

「IP アドレス」

メニュー項目「*言語」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「*言語」を設定
する；入力内容を保存する

メインメニュー
オーディオメニュー
システムメニュー
* 言語

* 言語
英語
ドイツ語
オランダ

いいえ

サブメニュー「ネットワー
ク」を選択して、呼び出す

サブメニュー「ネットワーク
」が表示される

設定
ネットワーク
コントラスト
ボタンロック

ネットワーク
IPアドレスモード
IP アドレス
サブネットマスク

いいえ 固定IP
サブメニュー「設定」
を選択し、呼び出す

メインメニュー
システムメニュー
* 言語
設定

「固定 IP」を選択すると、サブメニュー「IP アドレス」、「サブネットマ
スク」および「ゲートウェイ」に移動します（次のセクションを参照し
てください）。

メニュー項目「IP アドレス
モード」を選択し、呼び出す

メニュー項目「IP アドレス
モード」を設定する；入力
内容を保存する

ネットワーク
IP アドレスモード
IP アドレス
サブネットマスク

固定IP 固定IP

IP アドレスモード
固定IP
動的IP

サブメニュー「ネットワーク
」を選択して、呼び出す

メインメニュー
                      設定
                ネットワーク

サブメニュー「ネットワーク
」を選択して、呼び出す

メニュー項目「IP アドレス
」を選択し、呼び出す

メニュー項目「IP アドレス」
を設定する；入力内容を保
存する

ネットワーク
IPアドレスモード
IP アドレス
サブネットマスク

192.168.1.45 192.168.1.45

IP アドレス

192 . 168 . 1 . 45
メインメニュー
                設定
  ネットワーク
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固定サブネットマスクを設定する –

「サブネットマスク」

標準ゲートウェイを設定する –

「ゲートウェイ」

� 標準ゲートウェイの IPアドレスを設定します。

ディスプレイのコントラストを設定する –「コントラスト」

� コントラストは 15 段階に設定できます。

ボタンロックを設定する –「ボタンロック」

ボタンロックをオンにすると、自動的に標準ディスプレイに戻ります。ボタン
ロックの解除に関する注意事項は、 「セントラルユニットのボタンロックを解
除する」章 83ページに記載されています。

工場出荷時設定に戻す –「工場出荷時設定の復元」 

メニュー項目「工場出荷時設定の復元」で工場出荷時の設定に戻す事ができま
す（「工場出荷時設定」 252ページを参照）。

メニュー項目「サブネットマ
スク」を選択し、呼び出す

メニュー項目「サブネットマ
スク」を設定する；入力内容
を保存する

ネットワーク
IP アドレスモード
IP アドレス
サブネットマスク

255.255.255.0 255.255.255.0

サブネットマスク

255 . 255 . 255 . 0

サブメニュー「ネットワー
ク」を選択して、呼び出す

メインメニュー
 設定
  ネットワーク

メニュー項目「ゲートウェ
イ」を選択し、呼び出す

ネットワーク
IP アドレス
サブネットマスク
ゲートウェイ

メニュー項目「ゲートウェ
イ」を設定する；入力内容を
保存する

192.168.1.1192.168.1.1

ゲートウェイ

192 . 168 . 1 . 1

サブメニュー「ネットワー
ク」を選択して、呼び出す

メインメニュー
            設定
  ネットワーク

サブメニュー「設定」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「コントラス
ト」を選択し、呼び出す

メニュー項目「コントラスト
」を設定する；入力内容を
保存する

メインメニュー
システムメニュー
* 言語
設定

設定
ネットワーク
コントラスト
ボタンロック

コントラスト
  09

09 09

メニュー項目「ボタンロック」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「ボタンロック」
を設定する；入力内容を保
存する

設定
ネットワーク
コントラスト
ボタンロック

ボタンロック
オン
オフ

サブメニュー「設定」
を選択し、呼び出す

メインメニュー
システムメニュー
* 言語
設定

メニュー項目「工場出荷
時設定の復元」を選択し、
呼び出す

メニュー項目「工場出荷時
設定の復元」を設定する；入
力内容を適用する

設定
コントラスト
ボタンロック
出荷時設定の復元

出荷時設定の復元
はい
いいえ

サブメニュー「設定」
を選択し、呼び出す

メインメニュー
システムメニュー
* 言語
設定
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会議を開催する

会議を開催する
いつ、何人の出席者が発言できるか、または発言権を取得するかなど会議の進
行方法は、セントラルユニットの設定に応じて異なります（90ページを参照）。
可能な設定 :「ダイレクト」[工場出荷時設定 ]、「オーバー」、「押して話す」お
よび「リクエスト」
• 「ダイレクト」と「オーバー」
この設定には、議長用マイクユニットは必要ありません。
同時発言権を持つ発言者の数が最大数 (「最大動作マイク数」) に達しない
場合は、自動的に他の発言者に発言権が与えられます。

• 「押して話す」
この設定には、議長用マイクユニットは必要ありません。
同時発言権を持つ発言者の数が最大数 (「最大動作マイク数」) に達しな
い限り、マイクボタンを押したままにした発言者が直ちに発言権を取得
します。マイクボタンを離すと発言権はなくなります。

• 「リクエスト」
この設定には、議長用マイクユニット またはソフトウェア「Conference

Manager」による会議の制御 が必要です。
議長は発言権申請を受けて、それに基づき発言権を選択します。これは FIFO

原則 (First In – First Out)に基づき行なわれます：すなわち、待機時間が最
も長い発言者が発言権を得ます。

状況 同時発言権を持つ発言者の数が最大数に達しました （「最大
動作マイク数」）。

イベント 別の発言者が発言を申請しています。
反応 「ダイレクト」設定

発言者は、現在の発言者が発言権を戻すか失うまで待たなけ
ればなりません。その後に、自動的に発言権を取得します。
「オーバー」設定
発言者は直ちに発言権を得ます。発言時間が最も長い発言者
が発言権を失います。

状況 同時発言権を持つ発言者の数が最大数に達しました （「最大
動作マイク数」）。

イベント 別の発言者が発言するには、マイクボタンを押したままにし
ます。

反応 マイクボタンを押しても何の反応もありません。同時発言権
を持つ発言者の数が再び最大数を下回ると、発言が可能にな
ります。

会議モード「押して話す」を使用している場合、マイクボタンでワイヤ
レスマイクユニットをオフにすることができません。

状況 発言権申請の数が最大数に達しました
(「最大リクエスト数」)。

イベント 別の発言者が発言権を申請しています。
反応 発言権申請数が最大数を下回った場合に初めて、発言権を申

請できます。

議長用マイクユニットを介して (以下の章を参照してください )、また
はソフトウェア「Conference Manager」経由で会議を制御できます（ 125

ページを参照）。
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出席者用マイクユニットを操作する
有線マイクユニット ADN D1およびワイヤレスマイクユニット ADN-W D1の操
作は同じです。

マイクユニットを使用する /発言権を申請する

設定された会議モードに基づき（115ページを参照）、
• 直ぐに発言したり
• 発言権を申請できます。
申請した発言権を与えるのは議長です。

出席者が直ちに発言できるように会議モードが設定されている場合（「ダイレ
クト」 [工場出荷時設定 ] または「オーバー」、 115ページを参照）：
� マイクボタン を押します。
マイクはオンになります。議長は直ちに発言できます。マイクボタン LED

とライトリング が赤色に点灯します。ラウドスピーカー  は消音に
なります。会議モードと設定された発言者制限に基づき、それまで有効だっ
たマイクユニットの発言権が取り消されます。

参加者が直ちに発言できるように会議モードが設定されている場合 (「押して
話す」、 115を参照）：
� マイクボタン  を押し、発言中はボタンを押したままにします。
マイクはオンになります。議長は直ちに発言できます。マイクボタン LED

とライトリング  が赤色に点灯します。ラウドスピーカー  は消音に
なります。

出席者が発言に発言権を必要とする会議モードに設定されている場合（「リク
エスト」、 115ページを参照）：
� マイクボタン  を押します。
発言権は待機リストに登録されます。
操作メニューの発言権申請の表示の設定に基づき （93ページを参照）：
•  マイクボタン LED  が緑色に、 ライトリング  が赤色に点滅します。ま
たは

•  マイクボタン LED  だけが緑色に点滅します。
議長から発言権が与えられると直ちにマイクがオンになります。マイクボ
タン LED とライトリング  が赤色に点灯します。ラウドスピーカー は
消音になります。会議モードと設定された発言者制限に基づき、それまで
有効だったマイクユニットの発言権が取り消されます。

2

8

7

会議モード「押して話す」を使用している場合、マイクボタンでワイヤ
レスマイクユニットをオフにすることができません。

発言権は自動的に議長用マイクユニットに与えられます。
出席者用マイクユニット だけ を使用する場合、使用できるのは、議長
が発言権を与える必要のない会議モードだけです（「ダイレクト」、
「オーバー」または「押して話す」、 115 ページを参照）。ソフトウェア
「Conference Manager」を使用して、出席者用マイクユニットを制御す
る事もできます（203ページを参照）。

7

8 2 9

7

8 2 9

7

8 2

8

8 2 9
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会議を開催する

マイクをオフにする /発言権申請を取り消す

例えば発言権申請取り消しのために発言した後に、マイクをオフにする (会議
モード「ダイレクト」、「オーバー」または「リクエスト」):

� マイクボタン  を改めて押します。
マイクボタン LED とライトリング  が消灯します。

会議モード 「押して話す」：
� 押したマイクボタン  を離します。
マイクボタン LED  とライトリング が消灯します。

ヘッドホンを接続する

モノラルヘッドホンやステレオのヘッドホン を使って、会議チャンネルを聞
いたり音量を個別に調整できます。
� 3.5 mmジャックプラグ付きヘッドホンをヘッドホンジャック  に接続し
ます。

ヘッドホンの音量を設定する

� ヘッドホンを装着します。

音量を変更する :

� 音量コントローラを回します 。
• 右に回して音量を上げます。または
• 左に回して音量を下げます。

オフにすると、音量は中央値にリセットされます。

7

8 2

7

8 2

3

3

注意

大音量による聴覚障害の危険 !

大音量で長時間使用すると、恒常的な聴覚障害につながることが
あります。
� 会議出席者にその旨をお伝えください。
� 音量は中程度に設定してください。
� 大音量で長時間使用しないでください。

音量 +

音量 -6

マイクユニットスピーカーの音量は、セントラルユニット（120ページ
を参照）またはソフトウェア制御によって設定します（199ページを参
照）。

6
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議長用マイクユニットを操作する
有線マイクユニット ADN C1およびワイヤレスマイクユニット ADN-W C1の操
作は同じです。
議長用マイクユニットは、議長機能の他に出席者用マイクユニットと同じ機能
も持っています（116ページを参照）。
議長用マイクユニットでは常に申請なしに発言できます。会議システムで複数
の議長用マイクユニットを使用する場合は、これらも同じ権利を持ちます。

出席者に発言権を割り当てる

会議モードが「リクエスト」の場合は、出席者が出席者用マイクユニットのマ
イクボタン を押して発言権を申請します。発言権を申請した出席者は全員、待
機リストに載せられます。
操作メニューの設定に応じて（93ページを参照）：
•  マイクボタン LED  が緑色に、 ライトリング  が赤色に点滅します。ま
たは

•  マイクボタン LED  だけが緑色に点滅します。

議長用マイクユニットを使って待機リストの次の出席者に発言権を与える :

�「次へ」ボタン  を押します。
待機リストの次の出席者が発言権を取得します。

2

8

8 2

8

5

ソフトウェア「Conference Manager」を使用する場合は、マウスクリッ
クによっても発言権を与えられます （211ページを参照）。

5
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議長用マイクユニットを使って会議を終了する、または発言権を取り消す
(キャンセル機能 )

操作メニューの設定に応じて（94ページを参照）：
• 全ての LED が消えて、 出席者用マイクユニットが発言権を失います。待機
リストがある場合は、それもクリアされます。

• これまで発言権を持っていた全ての出席者用マイクユニットは発言権を失
います。既存の発言権申請はそのまま保持されます。

� 優先ボタン  を短く押します。
会議装置は設定された通りに動作します。

議長用マイクユニットを使って出席者用マイクユニット全てを一時的に消音
する (優先機能 )

議長は優先機能を使って討議を常に中断させられます。全ての議長用マイクユ
ニットの発言権は常に保持されます。
� 優先ボタン  を押している間は、全ての出席者用マイクユニットは消音に
なります。
議長用マイクユニットを除く全てのマイクユニットは直ちに消音になり
ます。発言権を持っていたマイクユニットでは、マイクボタン LED とラ
イトリング  が赤色に点滅します。議長は直ちに発言できます。マイク
ボタン LED とライトリング  が赤色に点灯します。

� 優先ボタン  を離します。
マイクユニットの消音が解除されます。討議が再開されます。

4

「Conference Manager」ソフトウェアを使用する場合は、マウスクリック
によっても全ての出席者用マイクユニットをオフにできます（203ペー
ジを参照）。

4
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マイクユニットラウドスピーカーの音量を設定する

マイクユニットのラウドスピーカーの音量を上げる /下げる

マイクユニットのラウドスピーカーの音量はセントラルユニット経由で設
定できます。標準ディスプレイには、現在設定されている音量  が表示さ
れます。

セントラルユニットで設定可能な会議チャンネルの音量レベルの設定手順 :

マイクユニットのマイクの発言用マイクユニットラウドスピーカーを消音に
する

「マイクラウドスピーカー ミュート」機能を使って、マイクユニットのマイク
の発言を、マイクユニットラウドスピーカーを通さずに再生できます（100

ページまたは 201ページを参照）。

ダイレクト 30  D1/C1

 20

H

注意

笛のような大騒音により聴覚を害する危険があります！
会議チャンネルの音量を大きくすると、または複数の出席者が同
時に発言すると、フィードバックにより笛のような大騒音が発生
する可能性があります。これは、聴覚の損傷を引き起こす可能性
があります。
� 会議チャンネルの音量を下げます（121ページ、 199 ページま
たは 214ページを参照）。

� フィードバック発生前に音量を上げるには、「フィードバック
の抑制」機能をオンにします（99 ページまたは 202ページを
参照）。

� 自動音量低減「フロアミックス」がオンになっている事を確認
します（98 ページを参照）。この機能は、マイクユニットごと
の増幅率を低減して、フィードバックを防止します。

� 各マイクユニット間の距離を広げ、 最低 50 cmとします。

� ジョグダイヤルを回します。
• 右に回して音量を上げます。または
• 左に回して音量を下げます。

標準ディスプレイの値 音量レベルの設定手順
0 0

1 ～ 8 2.5～ dB間隔
9 ～ 16 2.0～ dB間隔
17 ～ 24 1.5～ dB間隔
25 ～ 32 1.0～ dB間隔

音量は、セントラルユニットの操作メニューによってもでも（98 ペー
ジを参照）、ソフトウェア制御によっても設定できます（199 ページを
参照）。
「フィードバックの抑制」機能を利用して、フィードバックの発生なし
に会議チャンネルの音量を最大 5 dB 上げられます（99 ページまたは
202ページを参照）。

H
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会議を開催する

マイクユニットを稼働中の会議システムに追加する
マイクユニットを動作中の会議システムに追加できます。議長用マイクユニッ
ト ADN C1または ADN-W C1は、最大 10台に制限されています（28ページを
参照）。
マイクユニットを追加している間、セントラルユニットのディスプレイにはプ
ログレスバー「処理中 ...」が表示されます。追加されたマイクユニットは、セ
ントラルユニットのディスプレイ  に表示され、ソフトウェア「Conference

Manager」に記載されます（213ページを参照）。

有線マイクユニットを追加する

出席者用マイクユニットは直ぐに使用できます。議長用マイクユニットは再初
期化るす必要があります。その際、会議は中断されます（94 ページまたは 191

ページを参照）。

ワイヤレスマイクユニットを追加する

開かれた登録モード 開かれた登録モード「アクセスモード – オープン」を利用する場合（96 ペー
ジまたは 166ページを参照）、他のワイヤレスマイクユニットを簡単に追加す
ることができます。ワイヤレスマイクユニットをオンにすると（78 ページを
参照）、自動的に初期化されます。約 10秒後、マイクユニットは作動準備状態
になります。議長用マイクユニットは再初期化るす必要があります。その際、
会議は中断されます（94 ページまたは 191ページを参照）。

閉じられた登録モード 閉じられた登録モード「アクセスモード –クローズド」を利用する場合は、ソ
フトウェア「Conference Manager」を使用して作動中に他のワイヤレスマイク
ユニットを補充することができます。他のワイヤレスマイクユニットを使うに
は、手動で登録します（「閉じられたワイヤレスモードのためのワイヤレスマ
イクユニットの手動登録を使用する –「アクセスモード – クローズド」」
167ページを参照）。

ダイレクト 310  D1/C1

 20

I

I

• 確実な動作を保証するため、マイクユニットを追加する際には、電
圧降下時に制限されるマイクユニットの最大数にご注意ください
（29ページを参照）。

• マイクユニットが 75 台以上ある場合や、建築上の障害物がある空
間で使用する場合は、アンテナモジュールを増やすことをお勧めし
ます（32ページを参照）。
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会議を録音する
セントラルユニット ADN CU1 を使って、会議チャンネルとその都度のアク
ティブなマイクユニットを、USB大容量メモリーへ音声データとして記録で
きます。

録音の可能性と前提条件

録音データ 音声データはWAVE PCMフォーマットで録音されます (モノ、 32 kHz/16ビッ
ト )。会議チャンネルの録音は常に会議と同時進行するので、会議を時系列で
追体験できます。会議チャンネルに加えて、その都度のアクティブなマイクユ
ニットのチャンネルが、独自の音声データとして録音されます。音声データは
コード化されずに保存されます。
録音には、チャンネルごとに会議時間 1時間あたり約 230 MBのメモリ容量が
必要です。会議システムのチャンネル全てが使用されている場合は (会議チャ
ンネルとマイクユニット 10チャンネル )、約 2.5 GB のメモリ容量が必要です。
USB大容量記憶装置は以下の前提条件を満たす必要があります。

保存場所 録音は USB大容量記憶装置上の「ADN」ファイルに保存されます。それぞれの
会議録音に対して、以下の例に相当する新しいファイルが作成されます：「会
議名」と「開始時間（日付と時間）」会議名はソフトウェア「Conference Manager」
から設定でき、会議を明確な名前で保存できます（157ページを参照）。
例 : ADN/CEO会議 _2011-05-02_160923

ファイル名 録音のファイル名は、以下の例に相当します。
• 会議チャンネル
会議チャンネル「FloorChannel」 および開始時間（日付および時刻）
例：.../FloorChannel_2011-05-02_160923.wav

• マイクユニットチャンネル
マイクユニットの種類、マイクユニットの製造番号、発言の開始時間（日
付と時刻） 
例：.../D1_SN104264_2011-05-02_162543.wav

ファイル名が既にあっても、既存のファイルは上書きされません。新しいファ
イルには末尾に自動的に通し番号が付けられます (「_01」、「_02」など )。

USB大容量記憶装置 要件

推奨される記憶容量 > 500 GB

ファイルシステム*

* ファイルサイズが最大になると (FAT32 = 4 GB)、録音は自動的に複数のファイルに
分割されます。NTFSではファイルサイズはデータ記憶媒体のメモリ容量によって制
限され、録音は分割されません。

NTFS

FAT32

パーティション 1

接続ポート USBプラグ A型
インターフェース USB 2.0

電源供給 USB接続ポート経由 (約 500 mA)、
または外部電源経由

分かりやすい、時間的に正しいデータ名にするため、セントラルユニッ
ト ADN CU1 の日付と時刻を正しく設定する必要があります（152 ペー
ジを参照）。
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会議を開催する

録音を開始し、監視する

録音の開始とモニターは、セントラルユニットの操作メニューから行なえます。
またはソフトウェア「Conference Manager」を利用して録音する事もできます
（217ページを参照）。

録音を開始する � USB大容量メモリーがセントラルユニット ADN CU1に正しく接続されてい
る事を確認します ( 75ページを参照）。

� メニュー項目「録音」を呼び出して、機能「オン」を選択します。
録音がを開始します。CU1ディスプレイにアイコン   が表示されます。

録音を監視します CU1ディスプレイに、録音状態が表示されます。

録音状態と空記憶域を見る :

� サブメニュー「録音ステータス」を呼び出します。
録音状態と空記憶域が表示されます。

注意

録音の紛失！
録音中に USB大容量記憶装置をセントラルユニットから切り離すと、データエ
ラーにより録音が使用できなくなります。
� 録音を終了させ（124ページを参照）、アイコン  が CU1ディスプレイにも
はや表示されていない事を確認した後に、USB大容量メモリーをセントラル
ユニットから切り離します。

O

サブメニュー「会議の録
音」を選択して、呼び出す

メニュー項目「録音」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「録音」を設定
する；入力内容を保存する

会議の録音
録音
録音状[態

オフ オフ

録音
オン
オフ

メインメニュー
      オーディオメニュー
                       会議の録音

ダイレクト 30  D1/C1

       22       

O

シンボル 意味

 録音実行中

 

点滅

メモリー容量 < 500 MB

メモリ容量は、チャンネル数に基づき、約 15分間の録音が
可能です。録音を終了し（124ページを参照）、必要に応じ
て USB大容量メモリーを交換します。
録音を終了させた後も、データはまだ大容量記憶装置に書
き込まれています。

セントラル
ユニットの
ディスプレイ
が赤色に点灯
します。

録音時のエラー録音が中断されました。

O

メニュー項目「録音状態」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「録音状態」
を確認する；メニュー項目
を終了する

会議の録音
録音
録音状態

録音状態
状態 ： オフ
使用可能 空き容量 ：  200 GB

サブメニュー「会議の録
音」を選択して、呼び出す

メインメニュー
      オーディオメニュー
                              会議の録音
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録音を終了する

� メニュー項目「録音」を呼び出して、機能「オフ」を選択します。
録音が終了します。CU1ディスプレイに、録音アイコンは表示されません。

録音を使用する

録音した wav ファイルは、さまざまなメディア再生プログラム ( 例えば、
Windows Media Player や Apple QuickTime Playerなど )で使用できます。

サブメニュー「会議の録
音」を選択して、呼び出す

メニュー項目「録音」
を選択し、呼び出す

メニュー項目「録音」を設定
する；入力内容を保存する

会議の録音
録音
録音状[態

オフ オフ

録音
オン
オフ

メインメニュー
      オーディオメニュー
                       会議の録音

録音した音声データは独立した記憶媒体に定期的にバックアップして、
データの紛失を防ぎます。
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「Conference Manager」ソフトウェアを
使用する

会議システムとソフトウェアの利用可能性
ソフトウェア「Conference Manager」により、本会議システムの設定（ワイヤ
レスモードの全機能を含む）、管理および制御が簡単になります。会議を計画
したり、グラフィカルにシミュレートできます。設定をさまざまなシナリオ
向けに保存して使用できます。さらに、ソフトウェアを使って会議を制御で
きます。会議場や会議出席者のグラフィック表示により常に会議の概要を把
握し、会議を確実に管理できます。

ソフトウェア向けハードウェアプラットフォーム

「Conference Manager」ソフトウェアは 2 つの方法で使用できます :

セントラルユニットにプリインス
トールしたソフトウェアの使用

ソフトウェアはセントラルユニットにプリインストールされています。これを
使用するためには、モニター、マウス、キーボードをセントラルユニットに直
接接続します (「セントラルユニットに統合されたソフトウェアを使用する」
126ページを参照）。

Windows-PC上でソフトウェアを
使用する

ソフトウェアをPCにインストールして (Windowsバージョンのソフトウェア )、
これをセントラルユニットとネットワークで接続します（「Windows バージョ
ンのソフトウェアを使用する」 127ページを参照）。

「設定」動作モードと「ライブ」動作モード

会議を計画し、ソフトウェアで
シミュレートする –「設定」モード

「設定」動作モードでは会議状況を計画、設定、シミュレートできます。線、
色、写真などを使って会議室をシミュレートできるので、ソフトウェアを使っ
て会議を簡単に計画できます。ソフトウェアを使うと部屋の状況をリアルにシ
ミュレートして、会議出席者の名前を管理したり、その名前を各マイクユニッ
トに割り当てることができます。本会議システムのすべての設定（手動による
周波数選択およびワイヤレスモードの無線信号強度の設定を除く）は、ソフト
ウェア「Conference Manager」によって行うことができ、保存することができ
ます。これらの設定は「ライブ」動作モードで使用できます。

ソフトウェア経由で会議を
制御する –「ライブ」モード

「ライブ」動作モードでは会議を画面から制御できます。「ルーム表示」または
「出席者表示」を使用して会議を制御できます。どの出席者が現在 発言権を
持っているか、または発言権を申請しているかを、ディスプレイで見ることが
できます。マウスをクリックして発言権を各マイクユニットに割り当てたり、
発言権を取り消すことができます。ワイヤレスモードのすべての設定を直接行
うことができます（手動による周波数選択および無線信号強度の設定）。
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ソフトウェアと会議システムの間の接続を確立する

「Conference Manager」ソフトウェア経由で会議を制御するには、ソフトウェ
アを会議システムに接続する必要があります。Windows パソコンを使って、
ネットワーク経由でさまざまなセントラルユニットを選択できます。セントラ
ルユニットに統合されたソフトウェアは、対応するセントラルユニットにしか
接続できません。
「Conference Manager」ソフトウェアは、セントラルユニットに接続しなくて
も、会議システムを事前に設定できます（ワイヤレスモードのいくつかの機能
を除く）。

次の図は、接続状態別の利用可能な機能を表します :

セントラルユニットに統合されたソフトウェアを使
用する

モニター、マウス、キーボードを接続し、設定する

� モニター、マウス、キーボードをセントラルユニットに接続します（76ペー
ジを参照）。

モニタ、マウス、キーボードを最適に使用するには、装置を一度設定する必要
があります :

� モニター、マウス、キーボードの設定を必要に応じて調整します（151ペー
ジを参照）。

接続なし セントラル
ユニット ADN CU1
「Disconnected」        

「Setup」動作モード

• キャンバスを
編集する

• 出席者一覧を
編集する

• 設定を
編集する

「Setup」動作モード

• キャンバスを
編集する

• 出席者一覧を
編集する

• 設定を
編集する

• マイクユニットを 
初期化する

• ワイヤレスモードを 
準備する

「Live」動作モード

• キャンバス上で
制御する

• 出席者一覧で
制御する

• 音声録音を
制御する

• 設定を
編集する

• ワイヤレスモードを 
設定する

• ワイヤレス状態を 
モニターする

接続する 
セントラルユニット ADN CU1

「Connected」       
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Windowsバージョンのソフトウェアを使用する

システムの前提条件

「Conference Manager」ソフトウェアをインストールする

ソフトウェアをインストールするには、管理者の権利が必要です。
� 実行中の全てのアプリケーションを終了してください。
� 付属の DVD-ROMに入っているファイル「ソフトウェア /ADN システムソフ
トウェア」の中のデータファイル「ADNSetup.exe」を起動します。
確認メッセージが表示されます :

コンポーネント 要件
プロセッサ Intel Pentium 4 または AMD Athlon XP、2 GHz 以上
主要メモリ（RAM） オペレーティングシステムに関わりなく、

最低 1 GB

ハードディスク 空きハードディスクメモリー、最低 500 MB

ドライブ DVD-ROM

インターフェース /

ネットワーク
イーサネット 100 MBit/s

インターネットプロト
コル TCP/IP

インターネットプロトコル バージョン 4 (IPv4)

モニタ 最低解像度 : 800 x 600 ピクセル
推奨 : 1024 x 768 ピクセル

オペレーティングシス
テム

Microsoft Windows XP Professional SP3

SP2の Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

以下に、Windows 8搭載の PCへソフトウェア「Conference Manager」を
インストールする方法を説明しています。Windows XP、Windows Vista

または Windows 7 の場合も、類似の方法でインストールできます。 
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�「Next」をクリックします。
ユーザー同意書に同意した後、選択ウィンドウが表示されます：

�「ADN System Update」フィールドを非アクティブ（無効）にします。
�「ADN Conference Manager (local)」フィールドが有効なことを確認します。
�「Next」をクリックします。
選択したインストール設定の概要が表示されます。

�「Install」をクリックしてサマリを確認します。
確認メッセージが表示されます :
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�「Next」をクリックします。
ソフトウェアのインストール場所を選択するための選択ウィンドウが表示
されます。

� デフォルトを使用するか、またはパスを選択してください。
�「Next」をクリックします。
選択したインストール設定の概要が表示されます。

� 要点を確認し、「Next」をクリックします。
インストールが実行され、確認が表示されます。

�「Close」をクリックします。
確認が表示されます。

�「Finish」をクリックします。
ソフトウェアは正常にインストールされました。
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「Conference Manager」ソフトウェアをアンインストールする

ソフトウェア「Conference Manager」は、DVD-ROM に入っている インストー
ルアシスタントから、またはWindowsシステム制御 (カテゴリー「Software」
の「Sennheiser Conference Manager」) からアンインストールできます。
インストールアシスタントを使ってアンインストールする場合は、修理モード
でこのアシスタントが自動的に起動します：
� 付属の DVD-ROMに入っているファイル「ソフトウェア /ADN システムソフ
トウェア」の中のデータファイル「ADNSetup.exe」を起動します（同梱の
セントラルユニット）。

�「Remove Sennheiser Conference Manager」を選択します。

�「Finish」をクリックします。 
ソフトウェアはアンインストールされました。

ADN製品のファームウェアの更新「ADN System Update」に関する情報
は、DVD-ROM（セントラルユニットに同梱）の「ADN System Software

Setup」説明書に記載されています。またはインターネットウェブサイ
ト www.sennheiser.comから入手可能です。

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
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ネットワーク設定を調整する

セントラルユニットと Windows パソコンの通信を可能にする :

� セントラルユニットと Windows パソコンの間のネットワーク通信が、プ
ロキシサーバやファイアウォールでブロックされていないことを確認し
ます。
通信用にはポート 53248、53249、53250、53251、53252、および FTP 伝
送用のポート 21を使用します。

� 標準ゲートウェイで 固定 IP アドレスを使用するべきか、または、 動的 に割
り当てるかについて、システム管理者までお問い合わせください。

 固定 IPアドレスを標準ゲートウェイで使用する場合は、サブネットマスクお
よび標準ゲートウェイの IPアドレスをお問い合わせください。
� セントラルユニットを設定  に従って管理者のデータを使って設定しま
す（Windows XP、 133 ページを参照；Windows Vista、 135 ページを参照；
Windows 7、 138ページを参照；Windows 8、 142ページを参照）。

 固定 /動的 を自分で決定する場合は、次を参照してください :

Windows XPでネットワーク設定を調整する

�「スタート」ボタンをクリックして、次に、メニュー「コントロール パネ
ル」をクリックします。

「コントロール パネル」メニューが表示されます。
�「ネットワークとインターネット接続」メニュー項目をダブルクリックし
ます。

「ネットワークとインターネット接続」ウインドウが表示されます。

B

セントラルユニットを Windows パソコンと直接接続する場合は、動的
IP アドレスの割り当てを推奨します。PC をオペレーションシステムに
応じて設定し、セントラルユニットを設定  に従って設定します
（Windows XP、 132ページを参照；Windows Vista、 135ページを参照；

Windows 7、 137ページを参照；Windows 8、 141ページを参照）。
デバイスは、アドレス割り当てが DHCP 経由か、または、ゼロ構成ネッ
トワーキング（ゼロ構成）経由かを自動的に検出します。この処理に
は数分掛かることがあります。

A

�
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� 右の欄の「ネットワーク接続」メニュー項目をクリックします。

「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
�「LAN接続」メニュー項目をダブルクリックします。

「LAN接続のステータス」ウィンドウが表示されます。
�「プロパティ」ボタンをクリックします。

「LAN接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
�「この接続は次の項目を使用します」ウィンドウ領域を下にスクロールし
ます。

�「インターネットプロトコル (TCP/IP)」メニュー項目をダブルクリックし
ます :

「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」ウインドウが表示され
ます。

ここで、Windows が動的 IPアドレス  または固定 IPアドレス  のどちら
でネットワークに統合されているかを確認できます。以下に示すようにセント
ラルユニットを設定します。

 動的 IP アドレス Windowsは動的 IPアドレスでネットワークに統合されています。

セントラルユニットでの設定（113ページを参照）：

� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレスモード」を呼び出します。
� 設定「動的 IP」を選択します。
セントラルユニットは自動的にネットワークに統合されます。その他の手
順は必要ありません。

A B

A

メインメニュー
             設定
              ネットワーク
                       IPアドレスモード
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 固定 IP アドレス Windows は標準ゲートウェイで 固定 IPアドレスによってネットワークに統合
されています。

セントラルユニットでの設定 （113ページを参照）：
� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレスモード」を呼び出します。

� 設定「固定 IP」を選択します。
� Windows-PCの IPアドレスのネットワーク部分、サブネットワークおよび標
準ゲートウェイを調べ、これらをメモします：

この例では、ネットワーク部分は「192.168.1」です。
� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレス」を呼び出します。

� IPアドレスのIPネットワーク部分を、Windowsパソコンで確認した値に設定
します。

� IPデバイス部分（最後の 3桁）を、お使いのパソコン、またはネットワーク
内の他のパソコンで使用されていない、 「1」～「254」のいずれかの値に
設定します（この例の場合は、IP デバイス部分を「145」にすることはで
きません）。

� セントラルユニットでメニュー項目「サブネットマスク」を呼び出します。

� サブネットマスクを設定します（この例では「255.255.255.0」）。
� セントラルユニットでメニュー項目「ゲートウェイ」を呼び出します。

� 標準ゲートウェイの IPアドレスを設定します（この例では「192.168.1.1」）。
ネットワーク接続が固定 IPアドレスで確立されました。

B

メインメニュー
             設定
              ネットワーク
                       IPアドレスモード

IP ネットワーク部分
IP デバイス部分

サブネットマスク
標準ゲートウェイ

メインメニュー
       設定
  ネットワーク
                  IP アドレス

メインメニュー
          設定
  ネットワーク
                     サブネットマスク

メインメニュー
              設定
              ネットワーク
                          ゲートウェイ
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Windows Vistaでネットワーク設定を調整する

�「スタート」ボタンをクリックして、次に、メニュー「コントロール パネ
ル」をクリックします。

「コントロール パネル」メニューが表示されます。
�「ネットワークステータスとネットワークタスクを表示」メニュー項目をク
リックします。

「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。
� 左の欄の「ネットワーク接続の管理」メニュー項目をクリックします。

「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
�「ローカルエリア接続」メニュー項目をダブルクリックします。

「ローカルエリア接続のステータス」ウインドウが表示されます。
�「プロパティ」ボタンをクリックします。

「ローカルエリア接続のプロパティ」ウインドウが表示されます。

�



ADN Digital Conference System | 135

「Conference Manager」ソフトウェアを使用する

�「この接続は次の項目を使用します」ウィンドウ領域で「インターネットプ
ロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」メニュー項目をダブルクリックします。

「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」ウインドウが表示され
ます。

ここで、Windows が動的 IP アドレス  または固定 IP アドレス  のどちらで
ネットワークに統合されているかを確認できます。以下に示すようにセントラ
ルユニットを設定します。

 動的 IP アドレス Windows は 動的 IPアドレスでネットワークに統合されています。

セントラルユニットでの設定（113ページを参照）：

� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレスモード」を呼び出します。
� 設定「動的 IP」を選択します。
セントラルユニットは自動的にネットワークに統合されます。その他の手
順は必要ありません。

 固定 IP アドレス Windows は標準ゲートウェイで 固定 IP アドレスによってネットワークに統合
されています。

セントラルユニットでの設定 （113ページを参照）：
� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレスモード」を呼び出します。

� 設定「固定 IP」を選択します。
� Windows-PC の IP アドレスのネットワーク部分、サブネットワークおよび
標準ゲートウェイを調べ、これらをメモします：

この例では、ネットワーク部分は「192.168.1」です。

A B

A

メインメニュー
             設定
              ネットワーク
                       IPアドレスモード

B

メインメニュー
             設定
              ネットワーク
                       IPアドレスモード

IP ネットワーク部分
IP デバイス部分

サブネットマスク
標準ゲートウェイ
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� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレス」を呼び出します。

� IP アドレスの IP ネットワーク部分を、Windows パソコンで確認した値に設
定します。

� IP デバイス部分（最後の 3桁）を、お使いのパソコン、またはネットワー
ク内の他のパソコンで使用されていない、 「1」～「254」のいずれかの値
に設定します（この例の場合は、IP デバイス部分を「145」にすることは
できません）。

� セントラルユニットでメニュー項目「サブネットマスク」を呼び出します。

� サブネットマスクを設定します（この例では「255.255.255.0」）。
� セントラルユニットでメニュー項目「ゲートウェイ」を呼び出します。

� 標準ゲートウェイの IP アドレスを設定します（この例では「192.168.1.1」）。
ネットワーク接続が固定 IP アドレスで確立されました。

Windows 7 でネットワーク設定を調整する

�「スタート」ボタンをクリックして、次に、メニュー「コントロール パネ
ル」をクリックします。

「コントロール パネル」メニューが表示されます。
�「ネットワークステータスとネットワークタスクを表示」メニュー項目をク
リックします。

「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。
� 左の欄の「アダプタ設定の変更」メニュー項目をクリックします。

「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。

メインメニュー
       設定
  ネットワーク
                  IP アドレス

メインメニュー
          設定
  ネットワーク
                     サブネットマスク

メインメニュー
              設定
              ネットワーク
                          ゲートウェイ

�
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�「LAN接続」メニュー項目をダブルクリックします。

「LAN接続のステータス」ウィンドウが表示されます。
�「プロパティ」ボタンをクリックします。

「LAN接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
�「この接続は次の項目を使用します」ウィンドウ領域で「インターネットプ
ロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」メニュー項目をダブルクリックします。

「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」ウインドウが表示され
ます。

ここで、Windows が動的 IP アドレス  または固定 IP アドレス  のどちらで
ネットワークに統合されているかを確認できます。以下に示すようにセントラ
ルユニットを設定します。

 動的 IP アドレス Windows は 動的 IP アドレスでネットワークに統合されています。

セントラルユニットでの設定（113ページを参照）：

� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレスモード」を呼び出します。
� 設定「動的 IP」を選択します。
セントラルユニットは自動的にネットワークに統合されます。その他の手
順は必要ありません。

A B

A

メインメニュー
             設定
              ネットワーク
                       IPアドレスモード
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 固定 IP アドレス Windows は標準ゲートウェイで 固定 IP アドレスによってネットワークに統合
されています。

セントラルユニットでの設定 （113ページを参照）：
� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレスモード」を呼び出します。

� 設定「固定 IP」を選択します。
� Windows-PC の IP アドレスのネットワーク部分、サブネットワークおよび
標準ゲートウェイを調べ、これらをメモします：

この例では、ネットワーク部分は「192.168.1」です。
� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレス」を呼び出します。

� IP アドレスの IP ネットワーク部分を、Windows パソコンで確認した値に設
定します。

� IP デバイス部分（最後の 3桁）を、お使いのパソコン、またはネットワー
ク内の他のパソコンで使用されていない、 「1」～「254」のいずれかの値
に設定します（この例の場合は、IP デバイス部分を「145」にすることは
できません）。

� セントラルユニットでメニュー項目「サブネットマスク」を呼び出します。

� サブネットマスクを設定します（この例では「255.255.255.0」）。
� セントラルユニットでメニュー項目「ゲートウェイ」を呼び出します。

� 標準ゲートウェイの IP アドレスを設定します（この例では「192.168.1.1」）。
ネットワーク接続が固定 IP アドレスで確立されました。

B

メインメニュー
             設定
              ネットワーク
                       IPアドレスモード

IP ネットワーク部分
IP デバイス部分

サブネットマスク
標準ゲートウェイ

メインメニュー
       設定
  ネットワーク
                  IP アドレス

メインメニュー
          設定
  ネットワーク
                     サブネットマスク

メインメニュー
              設定
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                          ゲートウェイ
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Windows 8 でネットワーク設定を調整する

� メトロスタート画面を右クリックします。
画面下方の隅に「すべてのアプリ」が表示されます。

�「すべてのアプリ」をクリックします。
すべてのアプリケーション一覧が表示されます。
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� カテゴリー「システムツール」内のメニュー項目「コントロールパネル」
をクリックします。
「コントロールパネル」が表示されます。

�「ネットワークとインターネット」内のメニュー項目「ネットワークの状態
とタスクの表示」をクリックします。
「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。

�「アダプター設定の変更」をクリックします。
「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。

� メニュー項目「Ethernet」をダブルクリックします。
「Ethernet の状態」が表示されます。
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�「プロパティ」ボタンをクリックします。
「Ethernet のプロパティ」が表示されます。

�「この接続は次の項目を使用します」ウィンドウ領域で「インターネットプ
ロトコル　バージョン 4 (TCP/IPv4)」メニュー項目をダブルクリックします。
「インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ」が表
示されます。

ここで、Windows が動的 IP アドレス  または固定 IP アドレス  のどちらで
ネットワークに統合されているかを確認できます。以下に示すようにセントラ
ルユニットを設定します。

 動的 IP アドレス Windows は 動的 IP アドレスでネットワークに統合されています「IP アドレス
を自動的に取得する」。

セントラルユニットでの設定（113ページを参照）：

� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレスモード」を呼び出します。
� 設定「動的 IP」を選択します。
セントラルユニットは自動的にネットワークに統合されます。その他の手
順は必要ありません。

A B

A

メインメニュー
             設定
              ネットワーク
                       IPアドレスモード
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 固定 IP アドレス Windows は標準ゲートウェイで 固定 IP アドレスによってネットワークに統合
されています「次の IP アドレスを使う：」。

セントラルユニットでの設定 （113ページを参照）：
� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレスモード」を呼び出します。

� 設定「固定 IP」を選択します。
� Windows-PC の IP アドレスのネットワーク部分、サブネットワークおよび
標準ゲートウェイを調べ、これらをメモします：

この例では、ネットワーク部分は「192.168.1」です。
� セントラルユニットでメニュー項目「IP アドレス」を呼び出します。

� IP アドレスの IP ネットワーク部分を、Windows パソコンで確認した値に設
定します。

� IP デバイス部分（最後の 3桁）を、お使いのパソコン、またはネットワー
ク内の他のパソコンで使用されていない、 「1」～「254」のいずれかの値
に設定します（この例の場合は、IP デバイス部分を「145」にすることは
できません）。

� セントラルユニットでメニュー項目「サブネットマスク」を呼び出します。

� サブネットマスクを設定します（この例では「255.255.255.0」）。
� セントラルユニットでメニュー項目「ゲートウェイ」を呼び出します。

� 標準ゲートウェイの IP アドレスを設定します（この例では「192.168.1.1」）。
ネットワーク接続が固定 IP アドレスで確立されました。

B

メインメニュー
             設定
              ネットワーク
                       IPアドレスモード

IP ネットワーク部分
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ソフトウェアを起動する /終了する

セントラルユニットに統合されたソフトウェア

セントラルユニット上でソフトウェアを起動する :

� セントラルユニットと 接続したモニタをオンにします。
ソフトウェア「Conference Manager」が起動します。ルーム表示が、「設定」
動作モードで「オープン」ウィンドウと共に前面に表示されます。

ソフトウェアを終了する :

� 必要に応じて最新の設定を保存します（157ページを参照）。
� セントラルユニットをオフにします。

ソフトウェアのWindowsバージョン

ソフトウェアを起動する :

� デスクトップのソフトウェアアイコンをダブルクリックします。
または

�「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「Sennheiser」＞「ADN」＞
「SENNHEISER Conference Manager」＞ の順にクリックします。
ソフトウェア「Conference Manager」が起動します。ルーム表示が、「設定」
動作モードで「オープン」ウィンドウと共に前面に表示されます。

ソフトウェアを終了する :

� 必要に応じて最新の設定を保存します（157ページを参照）。
� アイコンバーのボタン  をクリックします。

ソフトウェア「Conference Manager」を初めて起動する際に、希望する
言語を設定します（152 ページを参照）。この説明書は、ドイツ語のソ
フトウェアを使用します。

セントラルユニットに接続したモニタに画像が表示されない場合は、
解像度の設定が高すぎることが考えられます。この場合は、解像度を
下げます。
�「CTRL」+「Shift」+「F1」を同時に押します。
セントラルユニットのディスプレイの解像度を 800 x 600 ピクセル
へ下げます。

ソフトウェア「Conference Manager」を初めて起動するときに、希望す
る言語を設定し（152 ページを参照）、日付と時刻設定を調整します
（151ページを参照）。この説明書は、ドイツ語のソフトウェアを使用し
ます。
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ソフトウェアの基本的機能を知って調整する

ソフトウェアの概要

「Conference Manager」ソフトウェアの中央アプリケーションウインドウは、継
続的に表示される操作エレメントと、動作モードによって異なる表示で構成さ
れます。

次の図は「Conference Manager」ソフトウェアの Windows バージョンを表し
ます :

メニューバー
表示ボタン
ツールバー
操作フィールド
動作モードボタン
表示

a c

f

b

e

d

a
b
c
d
e
f
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メニューバーa

メニュー サブメニュー 機能 ページ
 ブローバル
メニュー

新しい会議 新しい設定を作成します 155

会議を開く ... 既存の設定を読み込みます 156

会議の削除 既存の設定を削除します 159

閉じる 現在の設定を終了します 159

保存 現在の設定を（ローカルまたはセントラルユニットに）
保存します

157

新規名で保存 ... 現在の設定を別のファイル名で（ローカルまたはセントラルユニッ
トに）保存します

接続 /切り離し セントラルユニットへの接続を確立 /終了します 154

自動読込 ... 起動時にセントラルユニットの設定を自動的に読み込みます 157

終了* ソフトウェアを終了します 143

編集 取消 最後に実行した作業を元に戻します 181

やり直し 元に戻した作業を復元します
切取り オブジェクトを削除してクリップボードにコピーします 181

コピー オブジェクトをクリップボードにコピーします
貼付け クリップボードからオブジェクトを挿入します
削除 オブジェクトを削除します
戻る オブジェクトを後ろへ移動します 182

次へ オブジェクトを前へ移動します
すべて選択 すべてのオブジェクトを選択します 176

全画面 * 全画面モードを有効 /無効にします 151

参加者一覧を選択 参加者表示内の欄を表示および非表示にします 150

設定 会議設定 ... 会議設定を開きます 195

音声設定 ... オーディオ設定を開きます 199

ワイヤレス設定 ... ワイヤレスモードの設定を開きます 95

会議の録音 録音の制御を開きます。 217

言語 言語を設定します 152

パスワードの設定 ... パスワード保護を設定します 152

ネットワーク ネットワーク設定を開きます 153

会議の再初期化 マイクユニットを再初期化します 191

工場出荷時設定の復元 ソフトウェアの工場出荷時設定を復元します 154

システムプロパティ** モニタ、マウス、キーボードのハードウェア設定を開きます 151

すべてのワイヤレス装
置のスイッチを切る

すべてのワイヤレスマイクユニットをオフにします 154

ヘルプ ヘルプ ... ヘルプ機能を起動します –

バージョン情報 ... 現在のソフトウェアバージョンを表示します –

* Windows バージョンのソフトウェアを使用する場合にのみ表示されます

** セントラルユニットに統合されたソフトウェアを使用する場合にのみ表示されます

または、メニュー入力の後に記載されているキーボードショートカットを使用することもできます。
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表示ボタン

ツールバー

b
ボタン 機能

ルーム表示を設定し、会議システムをグラフィック表示
で構成し、制御します。
ルーム表示は、「設定」モードまたは「ライブ」モード
によって異なります（147ページを参照）。
出席者表示を設定し、出席者一覧を作成し、この一覧を
使って会議を制御します。
出席者表示は、「設定」モードまたは「ライブ」モード
によって異なります（147ページを参照）。

c
ボタン 機能

音声設定ウィンドウ「オーディオ設定」が開きます （199ペー
ジを参照）
会議設定ウィンドウ「会議設定」が開きます （195ページを
参照）
ワイヤレス設定ウィンドウ「ワイヤレス設定」が開きます 

（95ページを参照）
ワイヤレスマイクユニットのバッテリーのステータスを表示
し、マイクユニットアイコンでバッテリー状態を表示 /非表示
にします –「バッテリー状態」（208ページを参照）：

 すべてのマイクユニットの充電レベルが十分な場合（充電
レベル ＞ 10%）

 少なくとも１つのマイクユニットで充電レベルが低い場合
（充電レベル ＜ 10%）
ワイヤレスマイクユニットの無線接続の状態を表示し、マイク
ユニットアイコンで電波状態を表示 /非表示にします –「電波
状態」（208ページを参照）：

 すべてのマイクユニットで電送状態が良好な場合
 少なくとも１つのマイクユニットで充電レベルが低い場合

（充電レベル ＜ 20 %）
セントラルユニットのボタンロックの状態を表示します
（199ページを参照）

 ロックされていません –「デバイスロック解除」
 ロックされています –「デバイスロック」

セントラルユニットとソフトウェア 「Conference Manager」 お
よび /またはメディア制御の間の接続の状態を表示します
（154ページを参照）

 接続されていません –「デバイス切断」
 接続されています –「デバイス接続」

ヒントとエラーメッセージを表示し、イベントプロトコル –

「イベントログ」（219ページを参照）
 イベントプロトコル、エラーメッセージはありません
 エラーメッセージがあります

 *

* Windowsバージョンのソフトウェアの場合のみ  

ソフトウェアを終了します –「終了」（143ページを参照）
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動作モードボタン

動作モードと表示を選択する

動作モード「設定」と動作モード「ライブ」では、ルーム表示と出席者表示を
切り替えることができます。

e
動作モード 

作動 機能
動作モード「設定」を設定し、会議システムを構成し
ます （148ページを参照）。
ルーム表示と出席者表示がセットアップ表示に切り替
わり、ボタンが青色に強調表示されます。
「ライブ」モードを設定し、会議をソフトウェアで制
御します （149ページを参照）。
ルーム表示と出席者表示がライブ表示に切り替わり、
ボタンが赤色に強調表示されます。

ルーム表示 出席者表示 ルーム表示 出席者表示

表示ボタン 表示ボタン

動作モード
ボタン「設定」

動作モード
ボタン「ライブ」

動作モード別のソフトウェア表示

動作モード「設定」 動作モード「ライブ」
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動作モード「設定」を選択する �「設定」ボタンをクリックします。
ソフトウェアは動作モード「設定」 に切り替わり、「設定」ボタンが青色に
強調表示されます。

ルーム表示を表示する :

�「ルーム表示」ボタン をクリックします。

出席者表示を表示する :

�「出席者表示」ボタン  をクリックします。
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動作モード「ライブ」を選択する � 動作モード「ライブ」を準備し、これをアクティブにします （203ページ
を参照）。

ルーム表示を表示する :

�「ルーム表示」ボタン をクリックします。

出席者表示を表示する :

�「出席者表示」ボタン  をクリックします。
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表示を調整する

ルーム表示と出席者表示は調整できます。操作フィールドの表示 /非表示を
切り替えたり、サイズを変更できます。表示の変更は継続的には保存されま
せん。ソフトウェアを次回起動すると、工場出荷時設定にリセットされます。

ルーム表示と出席者表示の操作
フィールドを調整する

アイコン  または  のある操作フィールドは折りたたんだり、展開したりで
きます :

操作フィールドのヘッダは常に表示されます。

操作フィールドを折りたたむ :

� 折りたたみたい操作フィールドのヘッダにあるアイコン  または  をク
リックします。

操作フィールドを展開する :

� 展開したい操作フィールドのヘッダにあるアイコン  または  をクリッ
クします。

操作フィールドのサイズを変更する :

� 操作フィールドの間にあるアイコン  または  の上を動きます。
マウスの矢印  がサイズ変更ツール  に変わります。

� 操作フィールドを希望するサイズに変更します。

参加者表示の表を調整する 参加者一覧の列幅を変更する :

� 参加者一覧のヘッダにマウスポインタを移動します。
マウスの矢印  がサイズ変更ツール  に変わります。

� 欄を希望するサイズに変更します。

アイコン  と  は、その都度の操作フィールドが「装置」、「画像」ま
たは「マイクユニット」がロック ( ) または アンロック ( ) かどうか
を表示します（184ページを参照）。

ダブルクリックをすると、内容に合わせて列幅を自動的に調整できます。
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動作モード「ライブ」用の参加者一覧の欄を表示 /非表示にするために（動作
モード「設定」では、すべての欄が常時表示されています）：
� メニューバーの「処理」「参加者一覧を選択」をクリックします。

または

� 参加者表示の参加者一覧のヘッダを右クリックします。
 動作モード「ライブ」 に表示可能な欄のリストが表示されます。

� 希望するアイテムをクリックして、希望に応じて欄をアクティブにします。

Windowsソフトウェアの全画面
表示を使用する

� メニューバーの「処理」＞「全画面表示」をクリックします。
ソフトウェアの全画面表示が有効または無効になります。

モニター、マウス、キーボード並びにセントラルユニットの日付および時間
を設定する*

� メニューバーの「設定」＞「システム設定」をクリックします。
「システムプロパティ」が表示されます。

モニターを設定するには：
�「画面解像度」部分でドロップダウンリストから希望する値を選択します。
モニター解像度は最低 800 x 600 ピクセル（推奨 : 1024 x 762 または
1280 x 1024 ピクセル）です。

設定 動作モード「ライブ」内の欄の可視性
アクティブにする 参加者一覧の欄は表示されています

非アクティブに
する

参加者一覧の欄は非表示になっています

* セントラルユニットに統合されたソフトウェアの場合のみ

モニター解像度とリフレッシュレートは、接続したモニターに合わせ
て自動的に調整されるため、フラットスクリーンやビデオプロジェク
タ向けに常に最適の設定を選択できます。場合によっては、モニター
に最適な設定を選択するために、セントラルユニットを再起動する必
要があります。
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セントラルユニットに接続したモニタに画像が表示されない場合は、解像度の
設定が高すぎることが考えられます。この場合は、解像度を下げます。
�「CTRL」+「Shift」+「F1」を同時に押します。
セントラルユニットのディスプレイの解像度を 800 x 600 ピクセルへ下げ
ます。

マウスポインタの速度を設定するには：
�「マウス速度」部分でカーソルを

•「低速」 の方向に移動させ、速度を下げます。または、
•「高速」の方向に移動して速度を上げます。

セントラルユニットのキーボード配列を調整するには（キリル文字キーボード
など）：
�「キーボード配列」部分でドロップダウンリストから希望するキーボード配
列を選択します。

セントラルユニットの日付と時刻を設定するには：
�「現地時間」部分で個別の数字を強調表示します。
� キーボードから日付と時刻を入力するか、またはボタンを クリックして
日付の数字を変更します。

�「OK」をクリックします。
設定が保存されて、「システムプロパティ」ウインドウが閉じます。

使用可能な空き容量を知るには：
「システムプロパティ」ウィンドウの中の「ディスク容量」部分に、セントラ
ルユニットの使用可能な空き容量に関するデータが表示されます。

言語を設定する

� メニューバーの「設定」＞「言語」をクリックします。
設定可能な言語の一覧が表示されます。中国語「中文」、デンマーク語
「Dansk」、ドイツ語「Deutsch」、英語「English」、フィンランド語「Suomi」、
フランス語「Français」、オランダ語「Nederlands」、イタリア語「Italiano」、
日本語「日本語」、ノルウェー語「Norsk」、ロシア語「Русский」、スェー
デン語「Svenska」およびスペイン語「Español」。

� 希望する言語をクリックします。
ソフトウェアの言語が切り替わります。

パスワードを使用する

パスワードを使って、作成した設定を認証されていない変更から保護するこ
とができます。これによって、「設定」動作モードの設定がすべてロックさ
れます。パスワードで保護された設定は「ライブ」動作モードで使用して設
定を調整できます。
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パスワードで保護された
設定を実行する、または
パスワードを変更する

� メニューバーの「設定」＞「パスワードの設定 ...」をクリックします。
「パスワードの設定」ウィンドウが表示されます。

新しいパスワードを作成するには：
�「古いパスワード」フィールドは空白のままにします。
現在のパスワードを変更するには：
�「古いパスワード」フィールドに現在のパスワードを入力します。
�「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」フィールドに新しいパ
スワードを入力します。
パスワードの最大文字数は 16 文字です。

�「OK」をクリックします。
新しいパスワードが保存されます。 設定はパスワードで保護されます。次の
変更前に、設定したパスワードを入力するように指示されます。

ネットワークを設定する

� メニューバーの「設定」＞「ネットワーク ...」をクリックします。
「ネットワーク設定」が表示されます。

 動的 IPアドレスを使って、セントラルユニットをネットワークに自動的に統
合する :

� オプションフィールド「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。
�「OK」をクリックします。
設定が受け入れられ、 テキストフィールド「IP アドレス」および「サブネッ
トマスク」の中に、自動的に与えられたアドレスが表示されます。

 固定 IPアドレスを使って、セントラルユニットをネットワークに手動で統合
するには：
� オプションフィールド「次の IP アドレスを使用する」を選択します。

パスワードを使用しない場合は、「新しいパスワード」と「新しいパス
ワードの確認」フィールドを空白のままにします。

マスターキーボードの組み合わせでパスワード保護された設定を解除
できます：
�「CTRL」+「Shift」+「F10」を同時に押します。
現在のパスワードが削除されます。

「ネットワーク設定」ウインドウの設定を変更すると、既存のネット
ワーク接続が失われることがあります。
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� テキストフィールド「IP アドレス」に希望する IPアドレスを入力します。
� テキストフィールド「サブネットマスク」に希望するサブネットマスクア
ドレスを入力します。

� テキストフィールド「標準ゲートウェイ」に希望する数字を入力します。

�「OK」をクリックします。
設定が適用されます。

工場出荷時設定を読み込む

� メニューバーの「設定」＞「工場出荷時設定の復元」をクリックします。
ソフトウェアおよび必要に応じて接続されるワイヤレスコンポーネントの
全設定が工場出荷時設定に戻されます。

すべてのワイヤレスマイクユニットをオフにする

� メニューバーの「設定」＞「ワイヤレスマイクユニットのオフ」をクリッ
クします。
確認プロンプトが表示されます :

�「OK」をクリックします。
会議システムで接続されているすべてのワイヤレスマイクユニットがオフ
になります。

会議システムとソフトウェアを使用する

セントラルユニットへの接続を確立する

ソフトウェア「Conference Manager」とセントラルユニットを接続するには：
� ソフトウェアを起動します（143ページを参照）。
「開く」が表示されます。

会議システムのネットワーク設定に関する詳細は 131 ページに記載さ
れています。

セントラルユニットに接続されたモニターが画像を表示しない場合、
解像度が高すぎる可能性があります。この場合は、解像度を下げます：
�「CTRL」+「Shift」+「F1」を同時に押します。
セントラルユニットのディスプレイの解像度を 800 x 600 ピクセル
へ下げます。
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�「接続」をクリックします。
または

� メニューバーの「メインメニュー」＞「接続 ...」をクリックします。
ウインドウ「CU に接続する」に、接続したセントラルユニットの一覧が表
示されます。

� 希望するセントラルユニットを選択します。

�「OK」をクリックします。
選択したセントラルユニットに接続されます。アイコンバーに、アイコン
「接続」が表示されます 。

セントラルユニットへの接続を終了する

� メニューバーの「メインメニュー」＞「切断」をクリックします。
確認プロンプトが表示されます :

�「OK」をクリックします。
セントラルユニットへの接続が切断されます。場合によっては、ソフトウェ
アが「設定」動作モードに切り替わります。

新しい設定を作成する

� メニューバーの「メインメニュー」＞「新しい会議文書」をクリックします。
「開く」が表示されます。

� オプションフィールド「新しい会議文書」を選択します。
�「OK」をクリックします。
新しい設定が作成され、ソフトウェアが「設定」モードのルーム表示に切
り替わります（148ページを参照）。

希望するセントラルユニットが一覧にない場合は、ネットワーク設定
（131 ページを参照）をチェックします。以下の章の指示に注意してく
ださい。

「接続」ボタンは、他のプログラムウインドウでも使用できます。機能
は常に同じです :「Conference Manager」ソフトウェアをセントラルユ
ニットに接続します。

Windows バージョンのソフトウェアを使って、ネットワーク経由で異
なるセントラルユニットを選択できます。セントラルユニットに統合
されたソフトウェアは、対応するセントラルユニットにしか接続でき
ません。
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設定を読み込む

� メニューバーの「メインメニュー」＞「会議を開く ...」をクリックします。
「開く」が表示されます。

ソフトウェアがセントラルユニットと接続している場合は （154 ページを参
照）、3種類の設定を読み込めます :

設定 ... 処理

... 有効な（進行中の）
会議を読み込む

「ライブ」* モードで設定を読み込む :

� メニュー項目「CUから有効な会議文書を開
く」を選択します。

�「OK」をクリックします。
どの動作モード（「設定」** または 「ライブ」）
で設定を読み込みたいか選択するには：
� メニュー項目「CU ###### から会議を開
く」を選択します。

� ドロップダウンリストからアクティブな会
議の設定（星印 * が付いています）を選択
します。

� 動作モードを選択し (「設定」または「ライ
ブ」)、「OK」をクリックします。

* 設定を読み込むと、会議は自動的に「ライブ」モードで起動します。これに関して
は、 158ページの情報にもご注意ください。

** 「設定」モードで、既存の設定を調整します。

... 有効でない会議を読み込む どの動作モード（「設定」または「ライブ」） 「設
定」または「ライブ」）で設定を読み込みたい
かを選択するには：
� メニュー項目「CU ###### から会議を開
く」を選択します。

� ドロップダウンリストからアクティブでな
い会議の設定（星印「*」は付いていませ
ん）を選択します。

� 動作モードを選択し (「設定」または「ライ
ブ」)、「OK」をクリックします。

... ローカルのハードディスク
に保存されている会議を読
み込む***

*** セントラルユニットへの接続が確立されていなくても、Windowsバージョンのソフ
トウェアでのみ使用できます  。

� メニュー項目「ローカル会議文書を開く」
を選択します。

�「OK」をクリックして、「会議文書を開く」
ファイルダイアログウインドウから希望す
るの設定を選択します（ファイル拡張子
「*.adn」）。

�「OK」をクリックします。
設定は「設定」動作モードで読み込まれ
ます。

「設定」モードで設定を開くと、場合によっては設定したパスワードを
求められます（152ページを参照）。
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設定の自動読み込みをアクティブ /非アクティブにする

会議システムを起動した後で保存した設定を自動的に読み込むには：
� メニューバーの「メインメニュー」＞「自動読込 ...」をクリックします。
「プロパティの自動読込」のウィンドウが表示されます。

� セントラルユニットへの接続を確立します（154ページを参照）。
� オプションフィールド「自動読込の有効化」を選択します。
� ドロップダウンリストから希望する設定を選択します。
�「OK」をクリックします。
選択した設定はソフトウェアの次回起動時から「ライブ」動作モードで自
動的に読み込まれます。

最新の設定の自動読み込みを無効にする :

� オプションフィールド「自動読込の無効化」を選択します。
�「OK」をクリックします。

設定の自動読込での接続問題を取り除く

セントラルユニットに接続できなかった場合や、設定が見つからなかった場合
は、エラーメッセージが表示されます。

� セントラルユニットが正しく接続されているかどうか* （127 ページを参
照）、オンになっているかどうかをチェックします （77ページを参照）。

� ソフトウェアとセントラルユニットの間のネットワーク通信が、プロキシ
サーバやファイアウォールでブロックされていないことを確認します。

� 場合によっては、セントラルユニットへの既存の接続を切断して、新たに
接続を確立する必要があります（次のセクションを参照してください）。

�「再試行」をクリックします。

設定を保存する

設定はセントラルユニット上や接続した Windows パソコン上にローカルに保
存できます。

 新しい設定 を セントラルユニットへ保存するには：
� メニューバーの「メインメニュー」＞「保存」をクリックします。
「会議の保存」ウィンドウが表示されます。

� 必要に応じて、セントラルユニットへの接続を確立します （154ページを
参照）。

� オプションフィールド「CU ######に会議文書を保存する」を選択します。
� ドロップダウンリストのフィールドにファイル名を入力します。

* Windowsバージョンのソフトウェアの場合のみ
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�「OK」をクリックします。
ファイルはセントラルユニット上に保存されます。

既にファイル名が付けられている設定は、「メインメニュー」＞「保存」コマ
ンドで直接保存できます。それ以上の照会はありません。

新たに作成した設定をパソコンのハードディスク上に保存するには：
� メニューバーの「メインメニュー」＞「保存」をクリックします。
「会議の保存」ウィンドウが表示されます。

� オプションフィールド「ローカル会議文書として保存する」を選択します。
�「OK」をクリックします。
「会議の保存」ウィンドウが表示されます。

「ライブ」モードまたはセントラルユニットの操作メニューで実行した
設定は、直ちに最新設定に保存されます。
最後に使用した設定を保護するために、新しい設定を「ライブ」動作
モードで使用する前に、別のファイルに保存することを推奨します :

� セントラルユニットと接続されている事を確認します（154ページ
を参照）。

�「設定」モードで最新の設定を読み込みます（星印「*」が付いてい
ます。 156ページを参照）。
最後に使用した設定を取得します。

� 設定を別のファイル名で保存します（上記を参照してください）。 

ワイヤレスモードの場合、手動の周波数選択「周波数選択 –手動」およ
び無線信号強度「出力」の設定が接続されているアンテナモジュール
ADN-W AMに直接保存されます。これらの設定は、「Conference Manager」
ソフトウェアの設定データを構成する要素ではありません。アンテナモ
ジュールを交換する場合、これらの設定を再度行う必要があります。
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� 保存場所を選択します。
�「ファイル名」フィールドに新しいファイル名を入力します。
�「保存」をクリックします。
ファイルが保存されます。

設定を別のファイル名で保存する 現在の設定を別のファイル名で保存する :

� メニューバーの「メインメニュー」＞「新規名で保存 ...」をクリックします。
「会議の保存」ウィンドウが表示されます。

� 設定を別のファイル名で保存します（157ページを参照）。

設定を閉じる

� メニューバーの「メインメニュー」＞「閉じる」をクリックします。
開いていた設定が閉じます。

セントラルユニットの設定を削除する

� メニューバーの「メインメニュー」＞「会議の削除」をクリックします。
「会議の削除」ウィンドウが表示されます。

� 設定を選択します。
�「OK」をクリックします。
確認すると選択したファイルが削除されます。

通常、設定は、ファイル「マイドキュメント。 （Windows XP）または
「マイドキュメント。 （Windows Vista、7 または 8）の中に 「ADN/

Conference Files」という名前で保存されます。

既にファイル名が付けられている設定は、「メインメニュー」＞「保存」
コマンドで直接保存できます。それ以上の照会はありません。

アクティブな会議の設定  ( 星印 * が付いています ) と標準設定
(「Default.adn」 )  は削除されません。

PCの固定ディスク上の設定は、Windows-Explorers を使って削除でき
ます。
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ワイヤレスモードの設定を行う
ワイヤレスモードの設定を行うには、アンテナモジュール ADN-W AM をセン
トラルユニットに接続し、 作動準備状態にする必要があります（「ワイヤレス
の会議用にアンテナモジュール ADN-W AMをセントラルユニット ADN CU1に
接続する」 66 ページを参照）。 すべての 設定を行うためには、ソフトウェア
「Conference Manager」で 動作モード「ライブ」 を有効にしなければなりません
（「会議を制御し監視する –「ライブ」モード」」203ページを参照）。
動作モード「設定」では（セントラルユニットへの接続がある場合）、アンテ
ナモジュールの現在の設定を確認し、設定の変更を準備することができます。
これらの変更は、動作モード「ライブ」がスタートしてから有効になります。

一般的なワイヤレス設定を呼び出す

� ソフトウェア「Conference Manager」で動作モード「ライブ」を有効にし
ます（「会議を制御し監視する –「ライブ」モード」」 203ページを参照）。

� アイコンバーのボタン「ワイヤレス設定」  をクリックします。
「ワイヤレス設定」が表示されます。一般的なワイヤレス設定  が選択さ
れています。

国別規定を設定する –「国の選択」

ワイヤレスモードの場合、手動の周波数選択「周波数選択 –手動」およ
び無線信号強度「出力」の設定が接続されているアンテナモジュール
ADN-W AMに直接保存されます。これらの設定は、「Conference Manager」
ソフトウェアの設定データを構成する要素ではありません。アンテナモ
ジュールを交換する場合、これらの設定を再度行う必要があります。

米国市場用のアンテナモジュールADN-W AM-USを会議システムで使用
する場合、国別規定を変更することはできません。この会議システム
は、米国市場およびその他のすべての地域で許可されている無線周波数
および送信強度だけを使用します。 
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会議システムを国別の無線システム規定に適合させるには：

� ドロップダウンリスト「国の選択」から、この会議システムを使用する国
/ 地域を選択します。

可能な設定 :「ヨーロッパ」、「米国 /カナダ」 [工場出荷時設定 ]、「メキシコ」、
「日本」、「中国」、「ロシア」、「トルコ」、「オーストラリア & ニュージーランド」、
「アラブ首長国連邦」。
�「適用」または「OK」クリックします。
この会議システムは、動作モード「ライブ」において、選択した 国 /地域
で許可されている周波数および信号強度だけを使用します（250ページ「ワ
イヤレスモードの HF チャンネルおよび送信出力の国別一覧表」を参照）。

周波数を設定する –「周波数選択」

使用する周波数は、会議システムによって自動的に選択させるか（動的周波数
マネージメント）、または周波数を手動で選択することができます。より安全
かつ障害のなく作動させるためには、自動周波数選択「自動」の使用をお勧め
します。それ以外では、ワイヤレスモードを常にモニターし、電波障害の場合
は手動で介入しなければならないため、会議が中断されます。

自動周波数選択 周波数を 自動で 選択するには（動的周波数マネージメント）：
� ドロップダウンリスト「周波数選択」 からアイテム「自動」を選択します。
�「適用」または「OK」クリックします。
会議システムが周波数を自動的に選択し、常時ワイヤレスモードをモニ
ターします。電波障害の場合は、システムが自動的にその他の使用されて
いない周波数に切り替えます。

注意

違反行為のリスク
使用国/地域において自由に使用できない無線周波数および信号強度を使うと、
違反行為のリスクが生じます。
� 使用国 / 地域で許可されている無線周波数および無線振動強度のみを使用
してください。

�「国の選択」で、この会議システムを使用する正しい国 / 地域を選択します。

幾つかの国 /地域（カナダなど）では、ワイヤレスコンポーネントの作
動（周波数帯 5.15 ～ 5.25 GHz、チャンネル 5 ～ 8）が閉じられたスペー
スに制限されています。
米国およびカナダの国別設定（「米国 /カナダ」）は、本会議システムで
もっとも制限の多い無線定です。これらは工場出荷時設定にも使用さ
れます。

注意

電波障害の危険 !

自動周波数選択が作動解除し、使用する周波数を手動で決定する場合、会議シ
ステムの無線信号とその他のユニットの無線信号の両方が障害を受けるおそ
れがあります。
� 手動で設定された周波数がその他のユニットによって使用されていない
こと、または障害を受けるおそれのないことを確認してください。

� 使用可能な周波数のみを使用します（「手動周波数選択」 162ページを参照）。



「Conference Manager」ソフトウェアを使用する

162 | ADN Digital Conference System

使用されている周波数を確認するには（動作モード「ライブ」でのみ可能）：
� ウィンドウ「周波数設定」でアンテナモジュールのアイコンをクリックし
ます。
アンテナモジュールの設定一覧が表示されます。使用されている周波数が
青色でマークされています。

手動周波数選択 周波数 手動 を選択するには（動作モード「ライブ」でのみ可能）：
� ドロップダウンリスト「周波数選択」 からアイテム「手動」を選択します。

� ウィンドウ「ワイヤレス設定」でアンテナモジュールのアイコンをクリッ
クします。
アンテナモジュールがすべての周波数範囲をスキャンし、これらを常に
モニターします。アンテナモジュールおよび周波数の設定一覧が表示さ
れます。
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� 希望の周波数帯を選択します（定期的なスキャンプロセス中は、場合によ
り、すべての周波数が選択できないことがあります）。
選択した周波数帯は青色でマークされます。アンテナモジュールは選択さ
れた周波数範囲のみを使用します。

手動周波数選択の設定を適用するには：
�「適用」または「OK」クリックします。
設定は動作モード「ライブ」で適用され、アンテナモジュールに保存され
ます。

表示 色分け 無線活動 使用可能性
青色でマーク 現在の設定周波数 –

緑色 それぞれの周波数に無線
活動なし 

可能

黄緑、斜線
入り

それぞれの DFS周波数に
無線活動なし；プライマ
リユーザーによる無線活
動は可能（インフォボッ
クスを参照）

可能、プライ
マリユーザー
がいない場合

赤 それぞれの周波数に僅か
な無線活動がある

可能

グレイ 周波数使用中；
無線活動に関する情報
なし

不可能

白 現在の国の選択では使用
できない周波数

不可能

付録には、すべての設定可能な周波数および詳細な GHz データの表が
あります（250ページを参照）。

DFS周波数 – Dynamic Frequency Selection

DFS周波数 は、5.260～ 5.825 GHzの周波数帯で自由に使用可能な 5 GHz

周波数ですが、これらは使用許可されたプライマリユーザーが使用でき
ます。 
プライマリユーザー（例えばレーダー）がこれらの 周波数 を使用して
いる場合、ADN会議システムは少なくとも 30分間これらを使用するこ
とができません。手動周波数選択でも、自動周波数選択でも、ADN 会
議システムは代替の周波数に乗り換えます。法律で規定されてる時間
（30分～ 24時間）が過ぎると、ADN会議システムは、もともと設定さ
れていた DFS 周波数が使用可能になったかどうか、および必要に応じ
てこれらを再び利用するかどうかを再度点検します。 
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無線信号強度を設定する –「出力」

最大可能な無線信号強度は、無線システムのために設定された国別の規定に左
右されます（「国別規定を設定する –「国の選択」」 160ページを参照）。この設
定は「ライブ」動作モードでのみ可能です。
� ウィンドウ「ワイヤレス設定」でアンテナモジュールのアイコンをクリッ
クします。
アンテナモジュールの設定一覧が表示されます。

� ドロップダウンリスト「出力」 から希望の無線信号強度を選択します：

 無線信号強度 の設定を適用するには：
�「適用」または「OK」クリックします。
アンテナモジュールは、（動作モード「ライブ」において）選択した無線信
号強度のみを使用します。設定はアンテナモジュールに保存されます。

「出力」の表示 意味
「100%」～「20%」 無線信号強度のパーセントは、 無線システム

のために設定されている国別規定に左右さ
れます（160ページを参照）

「0%」 アンテナモジュールのすべての無線機能が
オフになっています。
場合によりアンテナモジュールに登録され
たワイヤレスマイクユニットは 5分後にオ
フになります。

出力 100%を設定すると、ワイヤレスコンポーネントの最大到達範囲が
保障されます。ワイヤレスマイクユニットをアンテナモジュールから
かなり離れた場所に配置する場合は、無線信号クオリティをさらに上
昇させます。
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ワイヤレスマイクユニットを会議システムに登録する –「アクセスモード」

ワイヤレスマイクユニットを無線で会議システムに登録するには、様々な方法
があります：
• 開かれたワイヤレスモード「アクセスモード –オープン」のための自動登録
すべての作動可能状態のワイヤレスマイクユニットが自動的にアンテナモ
ジュールに登録され、すぐに使用可能になります。この登録モードは、ワ
イヤレスマイクユニットのみが使用されている場合、および通常の傍受セ
キュリティを達成している場合に利用することができます。

• 閉じられたワイヤレスモード「アクセスモード –クローズド」のための手
動登録
登録リストシリアル番号があるワイヤレスマイクユニットだけしかワイヤ
レス会議に使用できません。この登録モードは、複数のワイヤレス会議が
並行して行われている場合に用い、ワイヤレスマイクユニットが正しい会
議システムに接続されます。この閉じられた登録モードにより、選択され、
有効にされたワイヤレスマイクユニットだけを使うことができるため、傍
受セキュリティを向上させることができます。

ワイヤレスマイクユニットの登録用設定を呼び出す

� ソフトウェア「Conference Manager」で動作モード「ライブ」を有効にし
ます（「会議を制御し監視する –「ライブ」モード」」 203ページを参照）。

� アイコンバーのボタン  をクリックします。
「ワイヤレス設定」が表示されます。一般的なワイヤレス設定  が選択さ
れています。
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開かれたワイヤレスモードのためのワイヤレスマイクユニットの自動登録を
使用する –「アクセスモード –オープン」

� ドロップダウンリスト「アクセスモード」からアイテム「開く」を選択し
ます。

�「適用」または「OK」クリックします。
スイッチがオンになると、無線到達範囲にあるすべてのワイヤレスマイク
ユニットがアンテナモジュールに登録され、作動準備状態になります。

注意

会議に障害が発生します！
複数のワイヤレス会議を並行して開かれたワイヤレスモード（「アクセスモー
ド – オープン」）で作動させると、電波障害を引き起こします。マイクユニッ
トは様々な会議システムのアンテナモジュールと通信します。
� この場合は、ワイヤレスマイクユニットを手動で登録してください（「閉じ
られたワイヤレスモードのためのワイヤレスマイクユニットの手動登録を
使用する –「アクセスモード –クローズド」」 167ページを参照）。

自動登録されたワイヤレスマイクユニットの一覧は、参加者表示の中
にあります（206ページを参照）。
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閉じられたワイヤレスモードのためのワイヤレスマイクユニットの手動登録
を使用する –「アクセスモード –クローズド」

� ドロップダウンリスト「アクセスモード」からアイテム「閉じる」を選択
します。

ドロップダウンリストの下部に閉じられたワイヤレスモードのワイヤレスマ
イクユニット登録リストが表示されます。

登録リストに記載され、参加にチェックマークがついているワイヤレスマ
イクユニットは使用許可されており、閉じられたワイヤレスモードに使用
することができます。その他のすべてのワイヤレスマイクユニットは、ス
イッチがオンになると初期化モードに切り替わり、約 5分後にオフになり
ます。

マイクユニットを読み込み、
登録する

 無線到達範囲にあるすべてのワイヤレスマイクユニットを読み込み、閉じら
れたワイヤレスモードで使用許可するには –「スキャン」：

� 閉じられた会議に用いるワイヤレスマイクユニットがすべてオンになって
いることを確認してください。

�「スキャン」をクリックします。
無線到達範囲にあるすべてのオンになっているワイヤレスマイクユニット
が登録リストの中に入れられ、使用許可されます。

マイクユニットを手動で選択し、
登録する

ワイヤレスマイクユニットを手動で選択し、 閉じられたワイヤレスモード用
に使用許可するには –「手動選択を開始」：

� 閉じられた会議に用いるワイヤレスマイクユニットがすべてオンになって
いることを確認してください。

注意

実行中の会議システムが中断されます。
会議の進行中に無線到達範囲にあるすべてのワイヤレスマイクユニットを閉
じられたワイヤレスモード用に読み込む場合、会議は中断されます。
� この場合は、会議が中断され、必要に応じて発言権を新たに申請しなけれ
ばならないことを、会議出席者に伝えてください。

注意

実行中の会議システムが中断されます。
会議の進行中に無線到達範囲にあるすべてのワイヤレスマイクユニットを閉
じられたワイヤレスモード用に読み込む場合、会議は中断されます。
� この場合は、会議が中断され、必要に応じて発言権を新たに申請しなけれ
ばならないことを、会議出席者に伝えてください。
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� 必要に応じて、「一覧をクリア」をクリックして、登録リスト内にある登録
を消去します。

�「手動選択を開始」をクリックします。
無線到達範囲にあるオンになっているすべてのマイクユニットでは、マイ
クボタン LED  およびライトリング  が赤で点滅します。

� 登録リストに入れたいマイクユニットのマイクボタン  を押します。
マイクボタン LED  とライトリング  が消灯します。ワイヤレスマイク
ユニットが閉じられたワイヤレスモード用に使用許可され、登録リストに
入れられます。 

� 閉じられたワイヤレスモード用に使用許可して使用したいワイヤレスマイ
クユニット全部で、この手順を繰り返します。

マイクユニットを登録または登録
解除する

ワイヤレスマイクユニットが登録リストに登録されている場合（例えば、すべ
てのマイクユニットが「スキャン」によって読み込まれた場合）、特定のマイ
クユニットを閉じられたワイヤレスモード用に登録または登録解除すること
ができます –「参加」と「退出」：
� 登録リストから 1つまたは複数の登録を選択します。

閉じられたワイヤレスモード用の選択を登録するには：
�「参加」をクリックします。
選択すると、「参加」欄にチェックマークが付けられます。マイクユニット
が閉じられたワイヤレスモード用に使用許可されました。

閉じられたワイヤレスモード用の選択を登録解除するには：
�「退出」をクリックします。
選択すると、「参加」欄のチェックマークが消えます。マイクユニットは閉
じられたワイヤレスモード用の登録を解除されました。

8 2

2

8

7

登録手順の間に、マイクユニットが閉じられたワイヤレスモード用に
間違って使用許可されないように注意してください。
� 登録リストを確認して、必要なマイクユニットだけが閉じられたワ
イヤレスモードに組み込まれていることを点検します。

7

8 2

多数の選択を一括して行いたくない場合は、マウスで選択する際に追
加で Ctrlキーを押したまま保持します。
多数の選択を一括して行いたい場合は、 SHIFT キーを押して、選択の開
始点と終点をマウスで選択します。
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シリアル番号によってマイク
ユニットを追加する

マイクユニットのシリアル番号を入力することにより、会議を中断することな
く、簡単かつ確実にその他のマイクユニットを閉じられた会議に追加したり、
既存のマイクユニットと交換したりすることができます（121ページを参照）：
�「追加」をクリックします。
「会議メンバー」が表示されます。

�「参加」チェックボックスを有効 /無効にします。

� テキストフィールド「シリアル番号」の中に、閉じられた会議に追加した
いワイヤレスマイクユニットの下 6桁の番号を入力します。

� ドロップダウンリスト「ユニットタイプ」から正しいユニットタイプを選
択します（議長用マイクユニット「ADN-W C1」または出席者用マイクユ
ニット「ADN-W D1」）。

�「OK」をクリックします。
ウィンドウ「会議メンバー」が閉じられ、マイクユニットが閉じられた会
議用の登録リストに追加されます。

設定 閉じられたワイヤレスモード用のマイクユニット
有効にする マイクユニットは、登録リストに追加後、すぐ

に閉じられたワイヤレスモード用に使用許可さ
れます。

無効にする マイクユニットは、登録リストに追加された後も、
閉じられたワイヤレスモード用に使用許可されま
せん。

入力したシリアル番号が既存のマイクユニットと一致しない場合で
も、新しい登録が登録リストに追加されます。しかし、そのマイクユ
ニットを、閉じられたワイヤレスモードに使用許可することはできま
せん。 
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登録リスト内のマイクユニットを
編集または消去する

登録リスト内の登録を 編集するには：
� 登録リストから 1つまたは複数の登録を選択します。
�「編集」をクリックします。
「会議メンバー」が表示されます。

� 登録を希望に従って変更します。

登録リストから 1つまたは複数の登録を 消去するには：
� 登録リストから 1つまたは複数の登録を選択します。
�「削除」をクリックします。
選択した登録は、確認メッセージの後に消去されます。

登録リストを消去する すべての 登録リスト を 消去するには：
�「一覧をクリア」をクリックします。
登録リストの全登録が、確認メッセージの後消去されます。

閉じられたワイヤレスモードの設
定を使用する

閉じられたワイヤレスモード用の設定を使用するには：
�「適用」または「OK」クリックします。
登録リストに記載され、参加にチェックマークがついているワイヤレスマ
イクユニットは閉じられた会議に使用することができます。その他のすべ
てのワイヤレスマイクユニットは初期化モードに切り替わり、約 5分後に
オフになります。

複数の登録を選択した場合、すべての選択に該当する設定だけを編集
することができます。

多数の選択を一括して行いたくない場合は、マウスで選択する際に追
加で Ctrlキーを押したまま保持します。
多数の選択を一括して行いたい場合は、 SHIFT キーを押して、選択の開
始点と終点をマウスで選択します。
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ワイヤレスマイクユニットの手動スイッチオフを無効にする –「ワイヤレス
装置シャットダウンの有効化」

ワイヤレスマイクユニットの誤操作を防止するため、ワイヤレスマイクユニッ
トの手動によるスイッチオフを無効にすることができます（79ページを参照）。
�「ワイヤレス装置シャットダウンの有効化」チェックボックスを有効 /無効
にします。

�「適用」または「OK」クリックします。
ワイヤレスマイクユニットは設定に従ってオフにすることができます。

設定 ワイヤレスマイクユニットの手動によるスイッチオフ
有効 ワイヤレスマイクユニットは、個別にマイクボタ

ンを手で 5秒間押すとオフにすることができます
（79ページを参照）。

無効 ワイヤレスマイクユニットは個別に手動でオフにす
ることはできません。

会議モード「押して話す」を使用する場合、ワイヤレスマイクユニット
の手動によるスイッチオフ機能は同様に無効になります。 
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会議を準備し、会議室を設計する –「設定」動作モード
「設定」動作モードでは、写真やグラフィックエレメントを使って会議を設計できます。マイクユニットを出席者一
覧に従って特定の人に割り当てて、会議を監視および制御できます。

会議室の写真画像の例（写真の使用に関しては 178ページを参照）：
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会議室のグラフィック画像の例（グラフィックオブジェクトの使用に関しては 174ページを参照）：
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出席者一覧の例（出席者一覧の作成に関しては 185ページを参照）：

会議室を計画し、設計する

キャンバス上にオブジェクト
を配置する

�「ルーム表示」ボタン  をクリックします。
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� 操作フィールド「装置」、「画像」または「マイクユニット」から、グラ
フィックオブジェクトを選択します。選択したオブジェクトが青色に強調
表示されます。

� オブジェクトをキャンバスにドラッグします。
オブジェクトを配置できる場合は、オブジェクトとアイコン  がマウスの
隣に表示されます。オブジェクトを配置できない場合は、アイコン  が
表示されます。

� オブジェクトを希望する位置に配置します。
オブジェクトは標準サイズで配置されます。

コンテクストメニューを使って長方形や円も配置できます。
� 希望するオブジェクトを右クリックします。
グラフィックオブジェクトのコンテクストメニューが表示されます。

�「追加」をクリックします。
オブジェクトが標準サイズでキャンバスの中央に配置されます。

複数のオブジェクトを配置する 複数の長方形または円を配置する :

� 希望するオブジェクトを右クリックします。
グラフィックオブジェクトのコンテクストメニューが表示されます。

�「複数追加 ...」をクリックします。
「装置の追加」ウィンドウが表示されます。

�「テーブルの数」フィールドに、長方形または円の数を入力します。
� ドロップダウンリスト「テーブルの比率」から、長方形または円の形状を
選択します。
プレビューウインドウに選択した形状が表示されます。

�「OK」をクリックします。
選択した数の長方形または円がキャンバス上に配置されます。

グラフィックオブジェクトの色や枠もあらかじめ確定できるので、配
置されたオブジェクトに希望する特徴を与えられます（「塗りつぶし
色、線の色、枠を確定する」 176ページを参照）。

新たに配置したオブジェクトが既存のオブジェクトに重なることがあ
ります。この場合は、オブジェクトの順序を変更し、これらを前後に
動かします（182ページを参照）。
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フリーフォームパスを作成
し配置する

�  操作フィールド「装置」 からフリーフォームパスのアイコンを選択し、キャ
ンバス上に配置します（174ページを参照）。
フリーフォームパスの開始点が設定されます。

� マウスをクリックしてフリーフォームパスの角を設定します。
� パスの最後の角をダブルクリックします。
フリーフォームパスが作成されました。

オフジェクトを移動する � キャンバス上で希望するオブジェクトをマークします。
オブジェクトが点線で囲まれます。マークできないオブジェクトはロック
されています（184ページを参照）。

� オブジェクトを希望する位置へ移動します。

サイズを調整します。 長方形または円形のオブジェクトのサイズ、ライン、パスを変更する :

� キャンバス上で希望するオブジェクトをマークします。
オブジェクトが点線で囲まれます。角と、場合によっては枠上にグリップ
ポイントが表示されます。

� マウスを希望するグリップポイント上に移動します。
マウスの矢印が手のアイコンに変わります。

� オブジェクトのサイズを希望の大きさに調整します。

オブジェクトを回転する � キャンバス上で希望するオブジェクトをマークします。
オブジェクトが点線で囲まれます。「フォーム」操作フィールドが表示され
ます。

� ドロップダウンリスト「角度」で、希望する回転角度をクリックします。
または

� ドロップダウンリストフィールド「角度」に希望する度数を入力します。

塗りつぶし色、線の色、枠を確定
する

次の点に注意してください :

ライブラリの中のオブジェクトを強調表示して、塗りつぶし色、線の色、また
は、枠を定義する場合は、この変更はこれらの種類の新たに作成されたオブ
ジェクトすべてに適用されます。
キャンバス上に既に配置されたオブジェクトを強調表示して、塗りつぶし色、
線の色、または、枠を定義する場合は、この変更は選択されたオブジェクトに
しか適用されません。

複数のオブジェクトを同時に移動する場合は、マウスで枠をオブジェ
クトに移動します。または、「CTRL」キーを押したまま、希望するオブ
ジェクトを順番にクリックします。
メニューバーで「編集」＞「すべて選択」をクリックして、すべての
オブジェクトを一回で選択することもできます（または、「CTRL」と
「a」キーを組み合わせて押します）。
オブジェクトを整列させるために、グリッド補助線を使用できます
（183 ページを参照）。



ADN Digital Conference System | 177

「Conference Manager」ソフトウェアを使用する

塗りつぶし色を確定する 塗りつぶし色を定義する :

� オブジェクトをマークします。
�  操作フィールド「カラー」の ボタン「塗りつぶし」をクリックします。
色の一覧が表示されます。

� 標準色を選択します。
または

� ボタン  をクリックします。
「色の選択」が表示されます。

� 色を選択します。
�「OK」をクリックします。
塗りつぶし色が選択したオブジェクトと新たに配置されたオブジェクトす
べてに割り当てられます（上記を参照してください）。

一覧の色を標準色に追加する :

�「色の選択」ウインドウで希望する色を選択します。
�「カスタムカラーに追加」をクリックします。
選択した色が標準色の一覧に追加されます。

枠と線の色を変更する 線の種類または枠を定義する :

� オブジェクトをマークします。
� ドロップダウンリスト「輪郭」をクリックします。
使用できる線の種類の一覧が表示されます。

� 線の種類を選択します。
線の種類が、選択したオブジェクトと新たに配置されたオブジェクトすべ
てに割り当てられます（上記を参照してください）。
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線の色を定義する :

� オブジェクトをマークします。
�「カラー」ボタンをクリックします。
� 標準色を選択します。
または

� ボタン  をクリックします。
「色の選択」が表示されます。

� 標準色を選択します。
�「OK」をクリックします。
線または枠の色が、選択したオブジェクトと新たに配置されたオブジェク
トすべてに割り当てられます（「塗りつぶし色、線の色、枠を確定する」 176

ページを参照）。

テキストを配置する �  操作フィールド 「装置」 でテキストオブジェクト「テキスト」をクリック
して、キャンバス上にドラッグします。
テキストオブジェクトが配置されます。

� テキストオブジェクトをダブルクリックします。
� 希望するテキストを入力します。

フォントを変更する � キャンバス上で希望するテキストオブジェクトをマークします。
テキストオブジェクトが点線で囲まれます。「フォント」操作フィールドが
表示されます。

�「フォント」ドロップダウンリストでフォントを選択します。
選択したテキストオブジェクトのフォントが変更されます。

フォントサイズを変更する � キャンバス上で希望するテキストオブジェクトをマークします。
テキストオブジェクトが点線で囲まれます。オブジェクトの角にグリップ
ポイントが表示されます。

� マウスをグリップポイントに移動します。
マウスの矢印が手のアイコンに変わります。

� グリップポイントを上下にドラッグしてサイズを変更します。

写真を使用する 写真を使って会議室画像を作成して、ソフトウェアで会議状況を大変リアルに
表示できます。写真を組み込こんだ会議室画像に、マイクユニットアイコン、
出席者の写真、会社のロゴなどを配置できます。

設定ファイルで使用されているフォントをセントラルユニット上で使
用できない場合は、標準フォント「Microsoft Sans Serif」に自動的に置
き換えられます。

画像は Windows バージョンのソフトウェアでのみインポートできます
（次のセクションを参照してください）。 
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�「ルーム表示」ボタン  をクリックします。

画像データを追加するには：*

� 操作フィールド「画像」で「インポート ...」をクリックします。
「インポート ...」ウインドウが表示されます。

� 画像ファイル（ファイル形式：「jpg」、「png」または「bmp」）を選択します。
�「OK」をクリックします。
選択した画像ファイルがライブラリに追加されます。設定をセントラル
ユニットに保存する場合は（157ページを参照）、全ての画像データがコ
ピーされ、セントラルユニットで使用可能になります。画像ファイルの
解像度が 2048 ピクセルを超える場合は、自動的に 2048 ピクセルに縮小
されます。

* Windowsバージョンのソフトウェアの場合のみ

会議室の写真画像に関しては、以下の点にご注意ください。
• 各会議室は明白に識別できるようにします。
• 各会議室には、各マイクユニットアイコン用に十分なスペースを確
保します。

• 望遠鏡を手に入れます。望遠鏡は後に会議運営者、例えば議長が受
け取ります。

• 会議室全体が良く分かるように、できれば鳥瞰図を使用します。
• ソフトウェアでマイクユニットアイコンとのコントラストを確保
するために、暗い画像は使用しないでください。

セントラルユニットのメモリ容量には制限があります（約 2 GB）。不要
な画像ファイルは削除して、メモリ容量を節約してください。
通常、画像データは、ファイル「マイドキュメント」 （Windows XP）ま
たは 「マイドキュメント」 （Windows Vista、7 または 8）の中に 「ADN/

Images」という名前で保存されます。
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操作フィールド「画像」のライブラリから画像データを取り除くには：*

� 画像ファイルを選択します。
�「削除」をクリックします。

オブジェクトを自動的に整列する �「CTRL」キーを押したまま、マウスを使ってキャンバス上で複数のオブジェ
クトを選択します。
オブジェクトが破線または青色の線でマークされます。操作フィールド「整
列」が表示されます。

� 操作フィールド「整列」で、次のいずれかのボタンをクリックします：

オブジェクトが整理されます。

* 最新設定のライブラリに画像がある場合のみ

ボタン オブジェクトの整列
左揃え

横方向中央揃え 

右揃え

上端揃え 

縦方向中央揃え

下端揃え
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変更を元に戻す /やり直す �「ルーム表示」ボタン  をクリックします。

操作を元に戻す :

� アイコン  をクリックします。

操作をやり直す :

� アイコン  をクリックします。

オブジェクトをコピーする /貼り
付ける /削除する

オブジェクトを切り取ってクリップボードにコピーする :

� 切り取ってコピーするオブジェクトを強調表示します。
� アイコン  をクリックします。
強調表示したオブジェクトがクリップボードにコピーされて、キャンバス
から削除されます。

オブジェクトをクリップボードにコピーする :

� コピーするオブジェクトを強調表示します。
� アイコン をクリックします。
強調表示したオブジェクトがクリップボードにコピーされます。

オブジェクトをクリップボードから貼り付ける :

� アイコン  をクリックします。
オブジェクトがクリップボードからキャンバスに貼り付けられます。

オブジェクトを削除する :

� 削除するオブジェクトを強調表示します。
�「Del」ボタンを押します。
強調表示したオブジェクトが削除されます。

操作を最大で 10 回元に戻したりやり直すことができます。
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オブジェクトを前後に移動させる キャンバス上のすべてのオブジェクトが重なって配置されます。
オブジェクトを後ろに移動する :

� オブジェクトをマークします。
�   をクリックします。
強調表示したオブジェクトが後ろへ移動します。

オブジェクトを前に移動する :

� オブジェクトをマークします。
�  をクリックします。
強調表示したオブジェクトが前へ移動します。

キャンバスを拡大する ルーム表示では、新しい会議文書のキャンバスは閲覧可能な領域です。表示を
縮小すると、グリッド補助線の周辺に白いエリアが表示されて、キャンパスの
端が分かります。

キャンバスを拡大する :

� キャンバス上の任意のオブジェクトをグリッド補助線領域の外へ移動し
ます。
キャンバスが自動的に拡大されて、オブジェクトの新しい配置に合わせて
調整されます。
オブジェクトをキャンバスの拡大した領域から削除すると、キャンバス
は自動的に縮小されます。
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キャンバスの表示を変更する �「ルーム表示」ボタン  をクリックします。

キャンバスを拡大 /縮小する :

� ドロップダウンリスト「サイズ」でキャンバスの希望する倍率をクリック
します。
キャンバスが調整されます。

キャンバスのコンテンツを回転する :

�  または  をクリックします。
キャンバスのコンテンツが 90° 回転します。

グリッド補助線を使用する �「ルーム表示」ボタン  をクリックします。

キャンバスを回転してもテキストオブジェクトの方向は変わらないの
で、可読性が確保されます。
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グリッド補助線を表示する /隠す :

� チェックボックス「表示」を有効 /無効にします。

グリッド補助線を調整する :

�「サイズ」フィールドで希望するグリッドサイズを 1 ～ 99 の間で入力し
ます。
グリッドサイズが調整されます。

オブジェクトを移動する際にグリッド補助線に合わせて自動調整する :

�「スナップ」チェックボックスにチェックを入れます。

任意のオブジェクトをキャンバス上で整列する :

�「スナップ」チェックボックスのチェックを外します。
キャンバス上のすべてのオブジェクトを、グリッドとは関係なく整列でき
ます。

キャンバスとオブジェクトを
ロックする

キャンバスをロックして、オブジェクトの変更や追加が行なえないようにし
ます。オブジェクトは操作フィールド「装置」、「画像」および「マイクユニッ
ト」に分割されています。
�「ルーム表示」ボタン  をクリックします。
� 操作フィールドのヘッダで、キャンバス上でロックしたいオブジェクトの
ロックアイコン  をクリックします。
操作フィールドのオブジェクトはもはや使用できなくなるか、またはキャ
ンバス上で変更できなくなります（ロックアイコン ）。

キャンバスのロックを解除する
� 操作フィールドのヘッダで、キャンバス上でロックを解除したいオブジェ
クトの ロックアイコン  をクリックします。
操作フィールドのオブジェクトのロックが解除され、再び使用したり変更
したりできるようになります（ロックアイコン ）。

グリッドが暗くなると、オブジェクトが整列します。
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会議出席者を管理する

会議の出席者一覧を作成できます。出席者一覧により、さまざまな設定を介し
て、グループ名や個別名をマイクユニットに割り当てられ、大規模な会議でも
全体を把握できます。

出席者を加える �「出席者表示」ボタン  をクリックします。
出席者表示が表示されます（下の図は、「インポート ...」ボタンと「エクス
ポート ...」ボタンのある Windows バージョンのソフトウェアを表します）。

�「追加」ボタンをクリックします。
「参加者」が表示されます。

ナンバリングされ初期化されたマイクユニットを出席者に割り当てる（マイク
ユニットが初期化されている場合のみ可能です。 189ページを参照）：
� ドロップダウンリスト「マイク ID」からマイクユニット番号を選択します。
または
�「マイク ID」フィールドにマイクユニット番号を入力します。
保存後、マイクユニット番号ごとにマイクユニットの種類が「機能の種類」
の後ろに表示されます (「参加者」または「議長」)。
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ファーストネームを登録する：
�「名」フィールドに出席者のファーストネームを入力します。

姓を登録する：
�「姓」フィールドに出席者の姓を入力します。

出席者のグループの色を確定する :

�「カラー」ボタンをクリックします。
� 標準色を選択します。
または

� ボタン  をクリックします。
「色の選択」が表示されます。

� 標準色を選択します。
�「OK」をクリックします。

選択した色を出席者一覧のテキスト表示にも割り当てる :

� ボタン「テキストにカラーを割り当てます」にチェックを入れます。

参加者リストのテキスト表示に黒を割り当てるには：
� ボタン「テキストにカラーを割り当てます」のチェックを外します。

参加者を動作モード「ライブ」で使用し、表示するには：
� ボタン「ライブモードで表示します」にチェックを入れます。
参加者が動作モード「ライブ」で使用可能になり、表示されます。

参加者を動作モード「ライブ」で使用せず、非表示にするには：
� ボタン「ライブモードで表示します」のチェックを外します。
参加者は動作モード「ライブ」で非表示になり、使用できなくなります。
この機能は、参加者一覧を準備しているが、その参加者が例えば次の会議
には参加しない場合に利用します。

出席者一覧のテキスト表示のフォントの種類を変更する :

� ドロップダウンリスト「フォント」から希望のフォントを選択します。

出席者一覧のテキスト表示のフォントのサイズを変更する :

� ドロップダウンリスト「フォントサイズ」から希望のフォントサイズを選
択します。

出席者一覧のテキスト表示の行の高さを変更する :

� ドロップダウンリスト「ラインの高さ」から希望の高さを選択します。
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計画した設定で出席者を保存する :

�「OK」をクリックします。
ウィンドウが閉じ、出席者が行われた設定で出席者一覧に表示されます。

出席者を変更します � 出席者登録をダブルクリックします。
または
�「編集」ボタンをクリックします。*

「参加者」ウィンドウが該当する出席者設定で表示されます。
� 設定を変更します（185ページを参照）。
�「OK」をクリックします。
ウインドウが閉じます。

* Windowsバージョンのソフトウェアの場合のみ

「参加者」ウィンドウを閉じずに出席者表示の中の別の出席者を変更し
たい場合：
�「前へ」または「次へ」ボタンをクリックします。

例えば色分けしたグループを作成するため、複数の出席者登録を変更し
たい場合 :

�「CTRL」ボタンを押したまま、マウスで出席者一覧にある複数の出
席者を選択します。

� 選択を右クリックします。
または
�「編集」ボタンをクリックします。
「参加者」が表示されます。

� 例えば色など、出席者グループに割り当てたい設定を変更します
（185ページを参照）。

�「OK」をクリックします。
ウィンドウが閉じ、設定がグループに割り当てられます。
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出席者をグループ分けします 大規模な会議で全体を把握するために、出席者一覧の表示を様々な設定でグ
ループ分けできます。
� 出席者表示の欄の見出し「ID」、「名」、「姓」、「議長」、「表示」、「カラー」、
「アンテナモジュール」、「電波状態」、「バッテリー状態」または「シリアル
番号」をクリックします。
出席者一覧は、例えば、グループの色「カラー」など、選択された基準に
基づき分類されます。

出席者を削除する � 出席者登録を選択します。
�「削除」ボタンをクリックします。
出席者が一覧から削除されます。

出席者一覧をエクスポートする * �「エクスポート ...」ボタンをクリックします。*

「名前を付けて保存 ...」ウィンドウが表示されます。
� ファイル名を入力します。
� 保存場所を選択します。
�「OK」をクリックします。
ウインドウが閉じて、出席者一覧が XML ファイルとしてエクスポートされ
ます。

出席者一覧をインポートする * 出席者一覧を別の設定からインポートできます。

�「インポート ...」ボタンをクリックします。
ウィンドウ「参加者データのインポート」が表示されます。

� 出席者一覧のある XML ファイルを選択します。
�「OK」をクリックします。
ウインドウが閉じて、出席者表示に出席者一覧が表示されます。

出席者表示の欄は、動作モード「ライブ」の場合、任意に表示および非
表示にすることができます（150ページを参照）。

* Windowsバージョンのソフトウェアの場合のみ

通常、出席者一覧は、ファイル「マイドキュメント」 （Windows XP）ま
たは 「マイドキュメント」 （Windows Vista、7 または 8）の中に 「ADN/

参加者一覧」という名前で保存されます。

注意

設定の紛失！
出席者一覧をインポートすると、既存の出席者名がすべて削除されます。この
処理は元に戻すことができません。
� 既存の出席者一覧をエクスポートすると、この設定を保存して後でもう一
度使用できます（上記を参照してください）。 
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マイクユニットを初期化する – 動作モード「設定」
セントラルユニットに接続した有線マイクユニットまたは無線で接続されて
いるワイヤレスマイクユニットをソフトウェアのマイクユニットアイコンに
割り当てるには、マイクユニットを初期化する必要があります。初期化するこ
とでマイクユニットを特定して、一定の場所または一定の出席者に割り当てる
ことができます。
有線または無線にかかわらず、マイクユニットを自動または手動で初期化し、
キャンバス上に配置できます。

マイクユニットアイコンの概要 アイコンはマイクユニットの現在の状態を表します。議長用マイクユニットに
は星印  が付いています。

これらのアイコンは、有線マイクユニットとワイヤレスマイクユニットとの
間で区別されていません。マイクユニットアイコンを初期化した後で、マウ
スをアイコンの上に置くと、個々のアイコンの詳しい情報を呼び出すことが
できます。
動作モード「ライブ」におけるマイクユニットアイコンのその他の表示形態は
「会議をモニターする」章の 205ページに掲載されています。

マイクユニットを自動的にキャンバス上に配置し初期化する

� 会議システムを構成します（56ページを参照）。
�「Conference Manager」ソフトウェアとセントラルユニットの間の接続を確
立します（154ページを参照）。

� すべての有線マイクユニットとすべてのワイヤレスマイクユニットが接続
または無線接続され、作動準備状態であることを確認してください（77 ペー
ジを参照）。

注意

実行中の会議システムが中断されます。
会議進行中にマイクユニットの初期化を開始すると、会議が中断されます。
� この場合は、会議が中断され、必要に応じて発言権を新たに申請しなけれ
ばならないことを、会議出席者に伝えてください。

マイクユニットアイコン 意味
マイクユニットアイコンにはまだマイクユニット
が割り当てられていません。
マイクユニットを使用できません。
マイクユニットアイコンにはマイクユニットが 1 

台割り当てられています。
マイクユニットを使用できます。
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�「ルーム表示」ボタン  をクリックします。

� 操作フィールド「マイクユニット」で「スキャン」ボタンをクリックします。
マイクユニットアイコンがその数と順序に従ってキャンバスに配置されて
初期化されます。順番は、有線マイクユニットの場合はセントラルユニッ
トでの物理的な接続順序に対応し、ワイヤレスマイクユニットの場合はマ
イクユニットタイプおよびシリアル番号に対応しています。マイクユニッ
トアイコンの下に、マイクユニットの連続番号が補足されます。議長用マ
イクユニットには星印  が付いています。

マイクユニットを手動でキャンバス上に配置し初期化する

マイクユニットアイコンをキャンバスに手動で配置するには、ソフトウェアが
セントラルユニットに接続されている必要があります。
�「マイクユニット」操作フィールドから、出席者用マイクユニットまたは議
長用マイクユニットのアイコンを選択して、キャンバス上に配置します
（174ページを参照）。
マイクユニットアイコンの他に、マイクユニットの連続番号が補足され
ます。マイクユニットが初期化されるまでは、マイクユニットアイコン
に疑問符が表示されます。

マイクユニットアイコンがキャンバスに既に配置されている場合に
は、これを削除するかどうかについて確認するプロンプトが表示され
ます。アイコンを削除しない場合には、マイクユニットを手動で配置
して初期化します（次のセクションを参照してください）。
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手動で配置したマイクユニットアイコンを使用できるようにするには：
�「Conference Manager」ソフトウェアとセントラルユニットの間の接続を確
立します（154ページを参照）。

� すべての有線マイクユニットとすべてのワイヤレスマイクユニットが接続
または無線接続され、作動準備状態であることを確認してください（77 ペー
ジを参照）。

� マイクユニットアイコンを物理的にセントラルユニットに接続または無線
接続されているマイクユニットに割り当てます ( 以下の章を参照してくだ
さい )。

全てのマイクユニットの初期化を
開始する

� マイクユニットアイコンが選択されていない事を確認します。
�「初期化の開始」ボタンをクリックし、確認メッセージに「OK」で確認し
ます。
接続および / または無線接続されているマイクユニットでは、マイクボタ
ン LED  およびライトリング  が赤色で点滅します。キャンバス上では、
「1」番のマイクユニットアイコンは赤色で印が付いたままになります。そ
の他のマイクユニットアイコンは赤色に点滅します。

選択したマイクユニットの初期化
を開始する

選択した一定のマイクユニットアイコンだけを初期化したい場合 :

� 初期化したい全てのマイクユニットアイコンをマークします。
�「初期化の開始」ボタンをクリックし、確認メッセージに「OK」で確認し
ます。
接続および / または無線接続されていて、まだ初期化されていないマイク
ユニットでは、マイクボタン LED  およびライトリング  が赤色で点滅
します。キャンバス上では、選択したマイクユニットアイコンが、まだ初
期化されていない最小の番号と共に、継続的に赤色でマークされます選択
した別のマイクユニットアイコン全ては赤色に点滅します。

赤色で印が付いたままのマイクユニットアイコンをマイクユニットに割り当
てる :

� マイクユニットのマイクボタン  を押します。
マイクユニットの マイクボタン LED  とライトリング  が消灯します。
ソフトウェアでは次のマイクユニットアイコンに赤色で印が付きます。

� 残りのマイクユニットも同じように処理します。
すべてのマイクユニットが割り当てられると、初期化手続きが完了します。

初期化の間、マイクユニットアイコンの選択を広げたり、狭めたりでき
ます。
� マウスで一つまたは複数のマイクユニットアイコンをマークします。
� 選択を右クリックし、問い合せに「OK」で確認します。
マークしたマイクユニットアイコンは初期化の対象となるか、また
は初期化から除外されます。

マイクユニットアイコンだけを選択して作業を行ないたい場合は、背後
にある写真やグラフィックオブジェクトをロックします（184ページを
参照）。

8 2

8 2

2

8

7

出席者用マイクユニットには出席者用マイクユニットアイコン  だけ
が、議長用マイクユニットには議長用マイクユニットアイコン  だ
けが割り当てられます。

7

8 2
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マイクユニットの初期化を中断
または終了します

初期化を中断する、または終了する :

� 操作フィールド「マイクユニット」で「初期化の停止」ボタンをクリック
します。

�「初期化を停止します」ウィンドウが表示されます。

初期化を終了させ、その他の全てのマイクユニットアイコンは初期化したくな
い場合：
�「キャンセル」をクリックします。

初期化を中断させ、行なった変更の全てを取り消したい場合：
�「中断」をクリックします。

初期化を続行したい場合：
�「続ける」をクリックします。

マイクユニットの番号を変更する マイクユニットの番号を変更する :

�「並べ替え」ボタンをクリックします。
「並べ替え」ボタンが「並べ替えの停止」ボタンに変わります。

� マイクユニットアイコンを希望する順序でクリックします。
マイクユニットアイコンの番号が変わります。

マイクユニットの番号付け処理を停止する :

�「並べ替えの停止」ボタンをクリックします。
変更は維持されます。

個別のマイクユニットの番号を調整する :

� マイクユニットアイコンをマークします。
マイクユニットアイコンが青い線で強調表示されて、操作フィールド「マ
イクユニット」が表示されます。

�「ID」テキストフィールドに希望する数字を入力します。
マイクユニットアイコンの番号が変更されます。その他のマイクユニット
アイコンの番号が自動的に変更されます。

番号付けの際に、マイクユニットアイコンを追加する必要があることが
分かった場合は、マイクユニットアイコンを配置できます。番号付け処
理が中断されることはありません。
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出席者にマイクユニットを割り当
てる

� 出席者一覧を作成します（185ページを参照）。
� マイクユニットアイコンをマークします。
マイクユニットアイコンが青い線で強調表示されて、操作フィールド「マ
イクユニット」が表示されます。

� ドロップダウンリスト「参加者」から希望する名前を選択します。
選択した名前がマイクユニットに割り当てられて、マイクユニットアイコ
ンの下に表示されます。出席者表示では「ID」欄に、名前が割り当てられ
たマイクユニットが表示されます。

または
� 出席者表示で出席者登録を選択します。
�「編集」ボタンをクリックします。
「参加者」が表示されます。

� ドロップダウンリスト「マイク ID」から希望するマイクユニット番号を選
択します。
保存後、マイクユニット番号ごとにマイクユニットの種類が「機能の種類」
の後ろに表示されます (「参加者」または「議長」)。

�「OK」をクリックします。
ウィンドウが閉じ、マイクユニット番号が出席者に割り当てられます（上
記を参照してください）。
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マイクユニットアイコンのラベル
を表示する位置を変更する

マイクユニットアイコンのマイクユニット番号や出席者名を表示する位置を
変更したり、非表示にできます。
� マイクユニットアイコンを強調表示します。
マイクユニットアイコンが青い線で強調表示されて、操作フィールド「ラ
ベルの方向」が表示されます。

番号の位置 /表示を変更するには：
� ドロップダウンリスト「ID」で希望する位置 /表示を選択します。
番号は、マイクユニットアイコンの選択した側に表示したり、非表示にで
きます。

出席者名の位置 /表示を変更するには：
� ドロップダウンリスト「参加者」で希望する位置 /表示を選択します。
出席者名は、マイクユニットアイコンの選択した側に記載されるか、また
は、非表示になります。

フォントを変更する � キャンバス上で希望するマイクユニットアイコンをマークします。
マイクユニットアイコンが青い線で強調表示されて、操作フィールド「フォ
ント」が表示されます。

�「フォント」ドロップダウンリストでフォントを選択します。
マイクユニットアイコンのフォントが適合されます。

フォントサイズを変更する � キャンバス上で希望するマイクユニットアイコンをマークします。
マイクユニットアイコンが青い線で強調表示されて、操作フィールド「フォ
ント」が表示されます。

� ドロップダウンリスト「サイズ」から希望のフォントサイズを選択します。
マイクユニットアイコンのフォントサイズが適合されます。

フォントの色を変更する � キャンバス上で希望するマイクユニットアイコンをマークします。
マイクユニットアイコンが青い線で強調表示されて、操作フィールド「カ
ラー」が表示されます。

�「塗りつぶし」ボタンをクリックします。
色の一覧が表示されます。

� 標準色を選択します。
または

� 個々の色を選択します（177ページを参照）。
フォントの色がマイクユニットアイコンに割り当てられます。

マイクユニットアイコンに表示する位置
「左」
「上」
「右」
「下」
「非表示」

設定ファイルで使用されているフォントをセントラルユニット上で使
用できない場合は、標準フォント「Microsoft Sans Serif」に自動的に置
き換えられます。



ADN Digital Conference System | 195

「Conference Manager」ソフトウェアを使用する

会議を設定する – 動作モード「設定」

会議モードを設定する

� アイコンバーのボタン  をクリックします。
「会議設定」が表示されます。

会議モードを設定する � ドロップダウンリスト「会議モード」から希望の会議モードを選択します。
可能な設定 :「ダイレクト」（工場出荷時設定）、「オーバー」、「押して話す」お
よび「リクエスト」
• 「ダイレクト」と「オーバー」
この設定には、議長用マイクユニットは必要ありません。
同時発言権を持つ発言者の数が最大数 (「最大動作マイク数」) に達しない
場合は、自動的に他の発言者に発言権が与えられます。

• 「押して話す」
この設定には、議長用マイクユニットは必要ありません。
同時発言権を持つ発言者の数が最大数 (「最大動作マイク数」) に達しな
い限り、マイクボタンを押したままにした発言者が直ちに発言権を取得
します。マイクボタンを離すと発言権はなくなります。

状況 同時発言権を持つ発言者の数が最大数に達しました （「最大
動作マイク数」）。

イベント 別の発言者が発言を申請しています。
反応 「ダイレクト」設定

発言者は、別の発言者が発言権を戻すか失うまで、待たなけ
ればなりません。その後に、自動的に発言権を取得します。
「オーバー」設定
発言者は直ちに発言権を得ます。発言者の発言時間が最大に
なると、発言者は発言権を失います。

状況 同時発言権を持つ発言者の数が最大数に達しました （「最大
動作マイク数」）。

イベント 別の発言者が発言するには、マイクボタンを押したままにし
ます。

反応 マイクボタンを押しても何の反応もありません。同時発言権
を持つ発言者の数が再び最大数を下回ると、発言が可能にな
ります。
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• 「リクエスト」
この設定には、議長用マイクユニットまたは「Conference Manager」ソフ
トウェア経由の会議の制御が必要です。
議長は発言権申請を受けて、発言権を選択します。これは FIFO 原則 (First

In – First Out)に基づき行なわれます：すなわち、待機時間が最も長い発言
者が発言権を得ます。

同時発言権を持つ発言者の最大数
を設定する

「最大動作マイクユニット数」設定は、すべての会議モードで同時発言権のあ
る発言者の最大数を制限します。
議長用マイクユニット ADN C1 の接続により設定範囲が制限される点にご注
意ください ( 最大 10 台の議長用マイクユニットの使用が可能です。 28 ペー
ジを参照）。議長用マイクユニット数による制限に基づき可能な数より大き
な値 (調整範囲「1」...10」)を設定すると、システムは最大動作マイクユニッ
ト数を可能な最大値に制限します (以下の表の例を参照してください )。

この設定が会議にどのように影響するかについては、前のセクション「会議
モードを設定する」を参照してください。
調整範囲 :「1」～「10」
�「最大動作マイクユニット数」フィールドに、同時発言権を持つ発言者の最
大数を入力します。

発言権申請の最大数を設定する 「最大リクエスト数」設定は、議長用マイクユニットを使った操作 ( 会議モー
ド「リクエスト」) や会議モード「ダイレクト」に関係します。
これらの設定が会議運営にどう作用するかは、「会議モードの設定」の章に記
載されています（195ページを参照）。
調整範囲 :「0」～「10」
�「最大リクエスト数」フィールドに、発言申請の最大数を入力します。

状況 発言権申請の数が最大数に達しました 

(「最大リクエスト数」)。
イベント 別の発言者が発言権を申請しています。
反応 発言権申請数が最大数を下回った場合に初めて、発言権を申

請できます。

議長用マイク
ユニット

「最大動作マイク数」
の可能な設定

発言権をもつ出席者用マイクユニッ
トの可能な数

0 「1」～「10」 0～ 10

4 「1」～「6」 0～ 6

10 「0」 0、出席者用マイクユニットは議長用
マイクユニットによる発言のみ再生
することができます。
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発言権申請時のライトリング  の
点滅をオン /オフにする

�「マイクユニット「リクエスト」で点滅」チェックボックスを有効または無
効にします。

発言時間制限をオン /オフする 「発言時間制限」設定で、発言時間の制限をオン /オフにできます。制限時間、
予告時間、および、視覚的な発言時間終了の予告は、個別に設定できます。

� チェックボックス「発言時間制限」を有効 /無効にします。

発言時間制限を設定する :

� テキストフィールド「最大発言時間」に発言時間を入力します。
調整範囲 :「1」～「60」 1分間隔
予告時間を設定する :

� ドロップダウンリスト「予告時間」から希望の予告時間を選択します。
調整範囲 :「0」～「120」 10分間隔
設定は次のように影響します（例）:

2

2

8

設定 発言権申請時の反応
有効にする 発言者が発言権を申請すると、 マイクボタン

LED が緑色で点滅し、ライトリング   が赤色で
点滅します。

無効にする 発言者が発言権を申請すると、マイクボタン LED  

緑色で点滅します。

8 2

8

発言権を新たに申請すると、発言時間制限は最初から始まります。

設定 発言時間制限
有効にする 発言時間は設定した時間に制限されます。

無効にする 発言時間は制限されません。

「発言時間」 15 分
「予告時間」 60 秒
影響 発言時間終了の 60 秒前、この例の場合は、発言

開始から 14 分後に、 ライトリング  およびマイ
クボタン LED  赤 が点滅を開始します。

2

8
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各発言時間が超過した場合の反応を設定するには：
�「終了時の応答」チェックボックスを有効または無効にします。

個々の発言時間の表示を設定する チェックボックス「発言時間の表示」で、動作モード「ライブ」のバーダイ
ヤグラムによる個々の発言時間の表示を有効にします（208ページを参照）。
� チェックボックス「発言時間の表示」を有効 /無効にします。

表示を有効した場合、カウントダウンまたはカウントアップによって時間をカ
ウントすることができます：
�「発言時間の表示」で希望するオプションフィールドを有効にします。

「全マイクオフ」ボタンの機能を
設定する

チェックボックス「「すべてオフ」ボタンを押して「リクエスト」の一覧をク
リア」で、ボタン「全マイクオフ」の機能を設定します（212ページを参照）。
� ウィンドウ「会議設定」でチェックボックス「「すべてオフ」ボタンを押し
て「リクエスト」の一覧をクリア」を有効または無効にします。

�「OK」をクリックします。
設定が保存されて、「会議設定」ウインドウが閉じます。

2

8

設定 各発言時間終了時のマイクユニットの反応 

有効にする 個々の発言時間が終了します。
ライトリング  およびマイクボタン LED  が消灯
します。

無効にする 個々の発言時間が継続されます。
 ライトリング  およびマイクボタン LED  が、発
言終了まで赤色で点滅します。

2 8

2 8

設定 バーダイアグラムの表示
有効にする 個々の発言時間がバーダイヤグラムに表示されます。

無効にする 個々の発言時間はバーダイヤグラムに表示されま
せん。

設定 カウントの仕方
「カウントダウン」 個々の発言時間が上から下へ数えられます。

「カウントアップ」 個々の発言時間が下から上へ数えられます。

設定 「全マイクオフ」ボタンの機能
有効にする すべての出席者用マイクユニットをオフにして、待

機リストがある場合は、それをクリアします

無効にする すべてのアクティブな出席者用マイクユニットの発
言権を取り消します
発言権申請は保留されます。
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セントラルユニットの操作
メニューをロック /アンロックする

セントラルユニットの操作メニューを予期せぬ操作から保護するには：

� ウィンドウ「会議設定」で「CU ロック状態」のオプションフィールド「ロッ
ク」を有効にします。

�「OK」をクリックします。
セントラルユニットの操作メニューがロックされ、ウィンドウ「会議設定」
が閉じます。操作メニューによる変更を実行するには、その前にボタンロッ
クを解除する必要があります（83ページを参照）。

ロックを解除するには：
�「CU ロック状態」のオプションフィールド「ロック解除」を有効にします。
�「OK」をクリックします。
セントラルユニットの操作メニューがロックされ、ウィンドウ「会議設定」
が閉じます。

録音設定を行う

� アイコンバーのボタン をクリックします。
「オーディオ設定」が表示されます。
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会議チャンネル音量と 音質
を調整する

会議チャンネルの音量を調整するには：
�「フロア /スピーカー」領域で「音量」のコントローラを動かします。

• 上に移動して会議チャンネルの音量を上げます。または
• 下に移動して会議チャンネルの音量を下げます。
音量は直ぐに調整されます。コントローラの下方に設定した数値が表示さ
れます。

会議チャンネルの音質を調整するには：
� 音質を変更するには、「フロア /スピーカー」領域で「EQ 低域」、「EQ 中域」
または「EQ 高域」のコントローラを動かします。

�「OK」をクリックします。
設定が保存されて、「オーディオ設定」ウインドウが閉じます。

注意

笛のような大騒音により聴覚を害する危険があります！
会議チャンネルの音量を大きくすると、または複数の出席者が同
時に発言すると、フィードバックにより笛のような大騒音が発生
する可能性があります。これは、聴覚の損傷を引き起こす可能性
があります。
� 会議チャンネルの音量を下げます（200 ページまたは 214ペー
ジを参照）。

� フィードバック発生前に音量を上げるには、「フィードバック
の抑制」機能をオンにします（99 ページまたは 202ページを
参照）。

� 自動音量低減「フロアミックス」がオンになっている事を確
認します（201ページを参照）。
この機能は、マイクユニットごとの増幅率を低減して、フィー
ドバックを防止します。

� 各マイクユニット間の距離を広げ、 最低 50 cmとします。
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会議チャンネルのマイクユニット
信号の処理を設定する

会議チャンネルでは、すべての音声信号がまとめられて、マイクユニットラウ
ドスピーカーと音声出力 OUT から出力されます。会議チャンネルの音量レベ
ルは、音声信号* が追加されるごとに高くなり、過変調する傾向があります。
設定「フロアミックス」で、マイクユニット信号をどれくらいの音量レベルで
処理するか設定できます。

音声出力 OUT からの音声出力 IN の
フィルタリングをオン /オフする

「外部オーディオミックス」機能は、音声入力 IN の音声信号を音声出力 OUT

の音声信号からフィルタリングします。こうして、例えばビデオ会議システ
ムや電話会議システムで接続されている外部の会議出席者への音声信号が
遅れたり、重なったりするのを防ぎます。
接続するビデオ会議システムや電話会議システムはこの機能に対応する必要
があります。
�「外部オーディオミックス」チェックボックスにチェックを入れます/チェッ
クを外します。
オーディオ入力 IN の音声信号がフィルタリングされ、音声の重なりがなく
なります (コントロールボックスがアクティブ )。場合によっては、音声信
号がフィルタリングされません (コントロールボックスが非アクティブ )。

マイクユニットのマイク発言用の
ﾏイクユニットラウドスピーカーを

オン /オフする

「マイクラウドスピーカー ミュート」機能を使って、マイクユニットのマイク
の発言がマイクユニットラウドスピーカーとヘッドホンジャック経由で伝送
されないようにします。マイクの発言は、音声出力 OUT 経由でのみ出力され
ます。
マイクユニットのラウドスピーカーは、オーディオ入力 IN 経由で入力された
音声信号だけを再生します (例えば、ビデオ会議システムや電話会議システム
からの）。
� チェックボックス「マイクラウドスピーカー ミュート」を有効 /無効にし
ます。
マイクユニットのマイクの発言はマイクユニットラウドスピーカー経由で
伝送されなくなります （チェックボックスにチェックを入れた場合）。ま
たは、すべての音声信号が伝送されます（チェックボックスのチェックを
外した場合）。

* マイクユニットと音声入力 IN

状況 第 1のマイクユニットの音声信号が会議チャンネルで再生され
ます。

イベント 別のマイクユニットの音声信号が会議チャンネルで再生され
ます。信号の影響なしに、会議チャンネルの音量レベルが上が
ります。

反応 設定「0.0 dB /マイク ..」 ～「-3.0 dB /マイク ..」
会議チャンネルの音量レベルは、別の音声信号があるたびに設
定した値だけ下がります。
� 開いたチャンネルの最大数を有効にして、さまざまな設定を
テストします（116ページを参照）。
会議チャンネルは希望する音量で聞こえ、歪みもなく、
フィードバックの傾向もありません。

� 最初は低い設定で始めてください。
設定 「チャンネル数で分割」：
会議チャンネルの音量レベルは、発言権を持つマイクユニット
の数に応じて、自動的に低減されます（以下の表を参照してく
ださい）。

発言権を持つマイク
ユニットの数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

会議チャンネルの音量
レベルの低減 (dB)

0 -6 -9 -12 -14 -16 -17 -18 -19 -20
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フィードバックを抑制し音量を上
げる機能をオン /オフする

サブメニュー「フィードバック抑制」経由で、会議チャンネルの音量調節（「ス
ピーカー」)やオーディオ出力 OUT (「XLR アウト」)の音量調節を変更できま
す。最大音量は二段階上げられます。音量の上昇に伴い、フィードバックの危
険は低減されます。
会議チャンネル (「スピーカー」) またはオーディオ出力 OUT (「 XLR アウト 」
)のための「フィードバック抑制」機能を設定するには：
� ドロップダウンリスト「スピーカー」または「XLR アウト」から希望する
設定を選択します。
可能な設定 :「オフ」、「低強度」および「高強度」
•「オフ」：機能はオフになっています。
•「低強度」：音量はわずかに上がります (約 +2 ～ +3 dB); フィードバック
は低減されます。

•「高強度」：音量は大幅に上がります (約 +5 ～ +6 dB); フィードバックは
低減されます。

オーディオ出力 OUT/オーディオ
入力 INを使って、音質を調整する

オーディオ出力 OUT /オーディオ入力 IN をオン /オフする :

�「オーディオ XLR 出力」/「オーディオ XLR 入力」チェックボックスにチェッ
クを入れます /チェックを外します。
オーディオ出力 OUT /オーディオ入力 IN がオン（コントロールボックスが
アクティブ）、またはオフ（コントロールボックスが非アクティブ）になり
ます。

オーディオ出力 OUTの音量 /オーディオ入力 IN の感度を調整する :

�「オーディオ XLR 出力」/「オーディオ XLR 入力」領域で「音量」/「感度」
コントローラを動かします。
• 上に移動して音量 /感度を上げます。または、
• 下に移動して音量 /感度を下げます。
音量 / 感度は直ぐに調整されます。コントローラの下方に設定した数値が
表示されます。

� 入力音量が最大の場合に音声信号が過変調して出力されないように、オー
ディオ入力 IN の感度を設定します（97ページを参照）。

オーディオ出力 OUT /オーディオ入力 IN の感度を調整する :

� 音質を変更するには、「オーディオ XLR 出力」/「オーディオ XLR 入力」部
分で「EQ低域」、「EQ中域」または「EQ高域」のコントローラを動かします。

�「OK」をクリックします。
設定が保存されて、「オーディオ設定」ウインドウが閉じます。

音声設定をリセットする 会議チャンネル、オーディオ入力 IN 、オーディオ出力 OUT の音量 /感度を工
場出荷時設定に戻す :

�「規定に設定」ボタンをクリックします。
全ての設定はリセットされます。
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会議を制御し監視する –「ライブ」モード」
「ライブ」動作モードでは次のことができます：

• 画面上で会議を制御する
• 「ルーム表示」または「出席者表示」を使用して会議を制御する
• 「設定」動作モードで作成した会議室画像を使用する
• マウスをクリックして個別のマイクユニットに発言権を割り当てたり取り
消したりする

• 発言権を監視する
• ワイヤレス設定を行い、ワイヤレスマイクユニットの無線信号クオリティ
およびバッテリー状態をモニターする

• USB大容量記憶装置への録音を開始し制御する

動作モード「ライブ」をオンにする – 会議を開始する /終了する

会議を準備して開始する � 会議を読み込みます（156ページを参照）。
または

� 動作モード「設定」で、会議を準備します（172ページを参照）。
�「ライブ」ボタンをクリックします。
「会議の保存」ウインドウが表示され、設定をセントラルユニットに保存で
きます。

� ドロップダウンリストのフィールドにファイル名を入力します。
�「OK」をクリックします。
設定がセントラルユニットに保存されて、「ライブ」動作モードを開始し
ます。ウインドウがライブ表示に切り替わり、「ライブ」ボタンが赤色に
強調表示されます。

動作モード「ライブ」で会議の設定を変更する場合、これらの設定は
現在の設定の中に保存されます。 

設定およびソフトウェア表面を表示するための設定は保存されません。

これに関しては、 「設定を保存する」章 157ページの説明を厳守してく
ださい。
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「ライブ」モードでルーム表示を選択する :

�「ルーム表示」ボタン  をクリックします。
ルーム表示が表示されます。

「ライブ」モードで出席者表示を選択するには：
�「出席者表示」ボタン  をクリックします。
出席者表示が表示されます。

進行中の会議に加わる ソフトウェアを使用して実行中の会議システムを制御する場合：
� 実行中の会議の設定を読み込みます（156ページを参照）。
ソフトウェアが「ライブ」動作モードに切り替わります。発言権のあるす
べてのマイクユニットはアクティブのままになります。また、発言権申請
も維持されます。
会議構成の自動読み込み機能を有効にしている場合は、スイッチオンの
後、ソフトウェアは自動的に「ライブ」モードになります（157ページ
を参照）。
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会議をモニターする

会議の進行を妨げずにモニタ上で会議の進行を監視できます。

ルーム表示で会議を監視する

エレメント 機能 /意味

会議システムおよびワイヤレスマイクユニットの状態および
警告メッセージ用のアイコンバー（206ページを参照）
議長用マイクユニットの一覧、「ID」（208ページを参照）番
号に基づき分類
発言権のある出席者用マイクユニット、申請順に整列
（208ページを参照）。
発言権を申請している出席者用マイクユニット、申請順に整
列（208ページを参照）。
初期化されているマイクユニットアイコンのキャンバス
（207ページを参照）。

以下の場合、マイクユニットアイコンは「ライブ」 モードでは表示され
ません。
• マイクユニットアイコンが初期化されていない（189ページを参照）
または

• マイクユニットアイコンが、「ライブ」モードでは表示されない会
議出席者に割り当てられている（設定「ライブモードで表示します」
が無効になっている（185ページを参照）。

a

b

c

d

e

a

b
c
d
e
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出席者表示で会議をモニターする

会議システムの状態および警告
メッセージを見る

会議システム全体の状態および警告メッセージを見るには：
� アイコンバーでアイコン  をクリックします。
ウィンドウ「プロトコル」が表示されます （219ページを参照）。

エレメント 機能 /意味

マイクユニット一覧、番号「ID」、ファーストネーム「名」、姓
「姓」、発言権の状態「キャンセル待ち」、カラーグループ「カ
ラー」、アンテナモジュールのシリアル番号「アンテナモジュー
ル」、無線信号のクオリティ「電波状態」およびバッテリー状態
「バッテリー状態」またはシリアル番号「シリアル番号」に基づ
いて分類。
動作モード「設定」で実行された出席者一覧の分類の設定
（185ページを参照）は、「ライブ」モードでも同様に考慮さ
れます。
様々なバーダイヤグラムは、マイクユニットの発言権状態を示し
ています （208ページを参照）。
初期化されていないマイクユニットの固定一覧
表示「不明 (######時点で不明 )」

マイクユニットが「ライブ」モードでは表示されない会議出席者に割り
当てられていると、マイクユニットは「ライブ」モードでは表示されま
せん（設定「ライブモードで表示します」が無効になっている、 185ペー
ジを参照）。

e

f

e

f

重大な警告やエラーがあると、 アイコンが  へ変わります。

ワイヤレスマイクユニットでは、無線信号のクオリティまたはバッテ
リー状態が危険な値になると、アイコンが  へ変わります
（208ページを参照）。
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マイクユニットアイコンの概要 マイクユニットアイコンは、ルーム表示の中で、セントラルユニット上に接続
されているマイクユニットの現在の状態を表示します。議長用マイクユニット
には星印「 」が付いています。

個々のマイクユニットの詳細なインフォメーションを呼び出すには（例えばシ
リアル番号、またはワイヤレスマイクユニットの場合は残りの充電量や無線信
号クオリティ）：
� マウスをマイクユニットアイコンの上に動かします。
約 2秒後、マウスポインターがマイクユニットアイコンに触れた場所に以
下のインフォメーションが表示されます：

表示 機能 /意味
マイクユニットアイコンがマイクユニットに割り当てられて
いません
� マイクユニットを初期化します（191ページを参照）。
マイクユニットを使用する準備ができました

 

発言権のあるマイクユニット

点滅

発言権を持つマイクユニットが発言時間終了間近である、
または制限された発言時間を超過している

点滅

発言権を持つマイクユニットの消音 (議長用マイクユニット
の優先機能に関しては 119ページを参照）

点滅

発言権を申請したマイクユニット

 

マイクユニットアイコンがマイクユニットに割り当てられて
いるが、マイクユニットが使用できない
� マイクユニットをチェックします（210ページを参照）。

 

マイクユニットアイコンが割り当てられたマイクユニットの
種類が、実際に接続されているハードウェアと一致しない
� マイクユニットをチェックします（210ページを参照）。

 

ワイヤレスマイクユニットで、バッテリーの充電状態が低く
なっている（<10%の充電量； 208ページを参照）

 

ワイヤレスマイクユニットで、無線信号のクオリティが危険
な値になっているため、伝送が障害されるおそれがある
（<20%の無線信号クオリティ； 208ページを参照）

詳細 意味 マイクユニット
ID: 3 マイクユニットの番号

有線および無
線のマイクユ
ニット

Stephanie 

Walker
マイクユニットに割り当てられた出
席者名（必要に応じて）

シリアル番号：
100001

マイクユニットのシリアル番号
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バーダイアグラムの概要 バーダイヤグラムは、ルーム表示および出席者表示の中で、マイクユニットの
現在の発言権状態を示します。

個々の発言時間の表示を有効にしている場合（198ページを参照）、バーダイ
ヤグラムの中央に現在の発言時間が表示されます。

ワイヤレスマイクユニットを
モニターする

ワイヤレスマイクユニットのバッテリー状態および無線信号クオリティを表
示および非表示にするには：
� アイコンバーでバッテリー状態  または電波状態  のアイコンをク
リックします。
ルーム表示では、ワイヤレスマイクユニットのすべてのマイクユニットア
イコンで現在のバッテリー状態および無線信号クオリティの状態が表示ま
たは非表示になります。

AM：100000 ワイヤレスマイクユニットが登録さ
れているアンテナモジュールのシリ
アル番号 ワイヤレスマイ

クユニットの場
合のみ

 75% 無線信号クオリティ（概算値）
 65% 残りの充電量（概算値）

(22:10) 残りの作動時間（時：分）（概算値）

すべてのマイクユニットの詳細なインフォメーションを同時に見るに
は、出席者表示を利用します。ここには、すべてのインフォメーション
が一覧表で示されています。

詳細 意味 マイクユニット

表示 意味
議長用マイクユニットがオフ

出席者用マイクユニットがオフ

発言権のある議長用マイクユニット

発言権のある出席者用マイクユニット
100% の発言時間が使用可能
発言権のある出席者用マイクユニット
約 50% の発言時間が使用可能
発言時間終了直前の出席者用マイクユニット

発言時間制限を超過した出席者用マイクユニット

発言権を持つマイクユニットの消音 (議長用マイクユニット
の優先機能に関しては 119ページを参照）

点滅

発言権を申請した出席者用マイクユニット
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ワイヤレスマイクユニットの充電状態が低い場合、アイコンバーのバッテリー
状態のアイコンが  に変わり、 ルーム表示 内の該当するマイクユニットア
イコンが低い充電状態を表示します（左の図を参照）。
� 残りの充電量が十分であるかどうか点検します。注意：表示されている残
りの作動時間は概算値です。

� 必要に応じて、バッテリーを充電するか（51 ページを参照）、または充電
されているバッテリーと交換します。

 

ワイヤレスマイクユニットの無線信号クオリティが危険な値になった場合、ア
イコンバーの電波状態のアイコンが  に変わり、 ルーム表示 内の該当する
マイクユニットアイコンが低い無線信号クオリティを表示します（左の図を参
照）。
� ワイヤレスマイクユニットの設定および構成を調整し、電波障害を軽減し
ます（82ページを参照）。

出席者表示では、 すべてのワイヤレスマイクユニットの詳細なインフォメー
ションが一覧表で示されています：

無線信号クオリティ「電波状態」およびッバッテリー状態「バッテリー状態」
のアイコンは作動状態に応じてカラーで強調されます：

無線信号クオリティ 

「電波状態」のアイコン 意味
 緑色 無線信号は正常、クオリティ良好；

無線伝送は異常なし
（約 80～ 100%の無線信号クオリティ）

 イエロー 無線信号の障害が僅かにあるが、十分なクオリ
ティであり、障害は最小限にすることができる
（約 20～ 80%の無線信号クオリティ）

 赤 無線信号に障害がある、クオリティは悪い；
障害およびミスファイアが生じている（<20%の
無線信号クオリティ）

 グレイ 機能信号クオリティに関するインフォメーション
が存在しない（例えば動作モード「設定」におい
てセントラルユニットへの有効な接続がない）
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マイクユニットアイコンのマイクユニットが使用できない、または不正に割
り当てられている

 

初期化されたマイクユニットアイコンが、割り当てたマイクユニットを見つけ
られない場合（例えば、有線マイクユニットでの断線またはワイヤレスマイク
ユニットのバッテリー切れなどにより）、黄色にマークされたマイクユニット
アイコンが表示されます。該当するマイクユニットは使用できません。
該当するマイクユニットを再び使用するには：
� 有線マイクユニットの場合は配線が間違っていないか、エラーがないかな
ど、配線とマイクユニットを点検します（56ページを参照）。

または、ワイヤレスマイクユニットの場合：
� バッテリーの充電状態（51ページを参照）と、バッテリーが正しく取り付
けられているかを点検します（47ページを参照）。

� 無線信号クオリティを点検し（82 ページを参照）、場合により無線到達範
囲を超過していないかどうか点検します。

新しいマイクユニットを取り入れ、マイクユニットアイコンを新しく割り当て
るには：
� マイクユニットアイコンを再初期化します（189ページを参照）。

 

マイクユニットアイコンが割り当てられた有線マイクユニットの種類（議長用
マイクユニット ADN C1 または 出席者用マイクユニット ADN D1）が、実際に
接続されているハードウェアと一致しない場合、マイクユニットアイコンは黄
色でマークされ、感嘆符が付けられます。該当するマイクユニットは使用でき
ません。

マイクユニットの種類の割り当てを再設定する :

� マイクユニットを交換して、マイクユニットアイコンの種類に適合させ
ます。

または
� マイクユニットアイコンを再初期化します（189ページを参照）。

アイコン「バッテ
リー状態」 意味

 緑色 バッテリーは十分に充電されている；
作動時間約 12～ 20時間
（約 60～ 100%の充電量）

 イエロー 充電量が低下している；
作動時間約 12時間
（約 10～ 60%の充電量）

 赤 充電量がほとんどない；
バッテリを充電するか交換する
（<10%の充電量）

 グレイ バッテリー状態に関するインフォメーションが存在し
ない（例えば動作モード「設定」においてセントラル
ユニットへの有効な接続がない）

出席者表示の欄は、動作モード「ライブ」の場合、任意に表示および非
表示にすることができます（150ページを参照）。

ワイヤレスマイクユニット ADN-W C1および ADN-W D1には、シリアル
番号が明確に割り当てられているので、マイクユニットアイコンを間違
えることはありません。
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会議を制御する

ルーム表示で発言権を与える /取
り消す

マイクユニットに発言権を付与するには（すべての会議モード）：
� マイクユニットアイコンをクリックします。
マイクユニットアイコンに赤色で印が付きます。「参加者」操作フィールド
にマイクユニットが表示されます。バーダイアグラムにマイクユニットの
状態が表示されます。マイクユニットが発言権を得ると、ライトリング 

およびマイクボタン LED  が赤色で点灯します。
マイクユニットの発言権を取り消すには：
� 赤色で印が付いたマイクユニットアイコンをクリックします。
マイクユニットアイコンの印が消えて、マイクユニットが「参加者」操作
フィールドから削除されます。マイクユニットが発言権を失うと、ライト
リング  およびマイクボタン LED  が消灯します。

発言権を申請したマイクユニットに、任意の順序で発言権を付与する（「リク
エスト」会議モードと「ダイレクト」会議モード）:

� 緑色に点滅しているマイクユニットアイコンをクリックします。
または

�「要求」操作フィールドで、発言権を付与するマイクユニットをクリックし
ます。
マイクユニットに発言権が付与されます（上記を参照してください）。マイ
クユニットは「要求」ウインドウから削除されます。

発言権を申請しているマイクユニットに待機リストの順に発言権を与える (会
議モード「リクエスト」と「ダイレクト」):

�「次へ」ボタンをクリックします。
マイクユニットに発言権が付与されます（上記を参照してください）。マイ
クユニットは「要求」ウインドウから削除されます。

2

8

2

8

2 8
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出席者表示で発言権を与える /

取り消す
マイクユニットに発言権を付与する :

� 発言権を与えたいと思う 出席者名を クリックします。
バーダイアグラムにマイクユニットの状態が表示されます。マイクユニッ
トが発言権を得ると、ライトリング  およびマイクボタン LED  が赤色
で点灯します。

マイクユニットの発言権を取り消す :

� 発言権を取り消す 出席者名を クリックします。
バーダイアグラムにマイクユニットがオフになったことが表示されます。
マイクユニットがオフになると、ライトリング  およびマイクボタン
LED  が消灯します。

発言権を申請したマイクユニットに、任意の順序で発言権を付与するには（「リ
クエスト」会議モードと「ダイレクト」会議モード）：
� 発言権を与えたいと思う 出席者名を クリックします。
マイクユニットは発言権を得ます。

発言権を申請しているマイクユニットに待機リストの順に発言権を与える (会
議モード「リクエスト」と「ダイレクト」) :

�「次へ」ボタンをクリックします。
マイクユニットは発言権を得ます。

全てのマイクユニットを
ミュートにする

�「全マイクオフ」をクリックします。
会議設備は設定に基づき動作します（198ページを参照）：
• 全ての LEDが消え、出席者用マイクユニットがオフになります。待機リス
トがある場合は、それもクリアされます。

• 発言申請はすべて維持されます。すべてのアクティブな出席者用マイクユ
ニットから発言権が取り消されます。

2

8

2 8

2

8
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会議進行中にマイクユニットを追加する
会議中でも、マイクユニットを会議システムに追加できます（121ページを参
照）。
出席者用マイクユニットは直ぐに使用できます。議長用マイクユニットを追加
する場合は、これを再初期化する必要があります。その際、進行中の会議は中
断されます（94 ページまたは 191ページを参照）。
ソフトウェア「Conference Manager」では、新しく追加したマイクユニットア
イコンが、表示「###### 時点で不明」およびシリアル番号と共に出席者表
示の中だけに表示されます。新しく追加した有線マイクユニットまたは無線マ
イクユニットの順番は、シリアル番号のリストに対応しています。
ソフトウェア「Conference Manager」を使って、出席者表示で、初期化されて
いないマイクユニットも制御できます（212ページを参照）。

確実な動作を保証するため、有線マイクユニットを追加する際にはケー
ブル列当たりのマイクユニットの最大数にご注意ください（29 ページ
を参照）。
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会議進行中に設定を行う
動作モード「ライブ」では下の領域に操作フィールド「表示」、「音量」、「オー
ディオ XLR」、「発言時間」、「会議」および「録音」が表示されます。

表示を調整する

キャンバスを拡大 /縮小するには：
� 操作フィールド「表示」のドロップダウンリスト「サイズ」で希望するキャ
ンパスの倍率をクリックします。
キャンバスが調整されます。

キャンバスのコンテンツを回転する :

�  または  をクリックします。
キャンバスのコンテンツが 90° 回転します。

マイクユニットラウドスピーカーの音量を調節する

� 操作フィールド「音量」のコントローラを動かします 。
• 上に移動して会議チャンネルの音量を上げます。または
• 下に移動して会議チャンネルの音量を下げます。
コントローラーの隣の値が変わり (「0」 –「32」)、会議チャンネルの音量
が調節されます。

動作モード「ライブ」で会議の設定を変更する場合、これらの設定は
現在の設定の中に保存されます。 

設定およびソフトウェア表面を表示するための設定は保存されません。

設定およびソフトウェア表面を表示するための設定は保存されません。

注意

笛のような大騒音により聴覚を害する危険があります！
会議チャンネルの音量を大きくすると、または複数の出席者が同
時に発言すると、フィードバックにより笛のような大騒音が発生
する可能性があります。これは、聴覚の損傷を引き起こす可能性
があります。
� 会議チャンネルの音量を下げます（200 ページまたは 214ペー
ジを参照）。

� フィードバック発生前に音量を上げるには、「フィードバック
の抑制」機能をオンにします（99 ページまたは 202ページを
参照）。

� 自動音量低減「フロアミックス」がオンになっている事を確
認します（201ページを参照）。
この機能は、マイクユニットごとの増幅率を低減して、フィー
ドバックを防止します。

� 各マイクユニット間の距離を広げ、 最低 50 cmとします。
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会議チャンネルの音量レベルの設定手順

音声入力と音声出力を設定します。

音声入力 IN と音声出力 OUT をオン /オフにするには：
�「オーディオ XLR」操作フィールドでチェックボックスにチェックを入れる
か、またはチェックを外します：

発言時間制限をオン /オフする

発言時間制限をオン /オフにするには：
� 操作フィールド「発言時間」で、チェックボックス「制限」を有効 /無効に
する（197ページも参照）：
• 有効 ： 発言時間制限がオンになります。
• 無効 ： 発言時間制限がオフになります。

発言時間制限を変更する :

� 操作フィールド「発言時間」で、ドロップダウンリストに希望する発言時
間制限を入力する（197ページを参照）。

会議モードを変更する

� 操作フィールド「会議」で、ドロップダウンリスト「モード」から希望の
会議モードを選択する （195ページを参照）。

同時発言権のある発言者の最大数を変更する

� 操作フィールド「会議」で、ドロップダウンリスト「開く」から、同時発
言権を持つ発言者の最大数を選択する（196ページも参照）。

標準ディスプレイの値 音量レベルの設定手順
0 0

1 ～ 8 2.5～ dB間隔
9 ～ 16 2.0～ dB間隔
17 ～ 24 1.5～ dB間隔
25 ～ 32 1.0～ 0～ dB間隔

音声入力 /出力 有効にする 無効にする

「入力」音声入力 IN

「出力」音声出力 OUT

会議モードに影響する設定を「ライブ」動作モードで変更する（次の章
を参照してください）と、実行中の会議システムが中断されます。次の
ような 確認プロンプト が表示されます：
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発言権申請の最大数

� 発言権申請の最大数を変更する（196ページを参照）。

発言権申請時のライトリング  の点滅を変更する

� 発言権申請時のライトリング  の動作を変更します（197ページを参照）。

会議を録音する

� 操作フィールド「録音」でチェックボックス「アクティブ」にチェックを
入れるか、またはチェックを外します：
• 有効 ： 録音が開始されます。
• 無効 ： 録音が停止します。
テキストフィールド「空き容量」には、 USB 大容量メモリー の残りの空き
容量が表示されます。

「ライブ」動作モードを終了する
「設定」動作モードを呼び出して「ライブ」動作モードを終了します :

�「設定」ボタンをクリックします。
警告メッセージ「停止」が表示されます。

�「OK」をクリックします。
「ライブ」動作モードが終了します。セットアップ表示に戻ります。実行中
の会議システムは中断されず、マイクユニット経由で続行されます。USB

大容量記憶装置への録音は中断されません。

2

2

前提条件と録音方法に関するインフォメーションは 122 ページに記載
されています。
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会議を録音する –「会議の録音」
「ライブ」モードで、セントラルユニット ADN CU1を使って、会議チャンネル
とその都度のアクティブなマイクユニットを USB 大容量記憶装置へ音声デー
タとして記録できます。前提条件と録音方法に関するインフォメーションは
「会議を録音する」 122ページに記載されています。

録音を開始する � USB大容量記憶装置がセントラルユニット ADN CU1に正しく接続されてい
る事を確認します ( 75ページを参照）。

� メニューバーの「設定」＞「会議の録音」をクリックします。
「会議の録音」ウィンドウが表示されます。

�「録音」をクリックします。
録音が開始されます。ボタン「録音」がグレー表示され、ボタン「停止」
および録音アイコンがハイライトされます。CU1 ディスプレイにマー
ク が表示されます。

録音をモニターする 「Conference Manager」のプロトコル「イベントログ」に、録音に関する全て
の情報がリストアップされます（219ページを参照）。
動作モード「ライブ」では、操作フィールド「録音」が会議の録音および使用
可能な USB大容量メモリーの 空き容量 を表示します（216ページを参照）。

CU1ディスプレイに、録音状態が表示されます。

注意

録音の紛失！
録音中に USB大容量記憶装置をセントラルユニットから切り離すと、データエ
ラーにより録音が使用できなくなります。
� 録音を終了させ（218ページを参照）、アイコン  が CU1ディスプレイにも
はや表示されていない事を確認した後に、USB大容量メモリーをセントラル
ユニットから切り離します。

「ライブ」モードを出ても、録音は引き続き行われます。

O

ダイレクト 30  D1/C1

       22       

O

シンボル 意味

 録音実行中

 

点滅

メモリー容量 < 500 MB

メモリ容量は、チャンネル数に応じて、約 15分間の録音
が可能です。録音を終了し（218ページを参照）、必要に
応じて USB大容量メモリーを交換します。
録音を終了させた後も、データはまだ大容量記憶装置に書
き込まれています。

セントラルユ
ニットのディス
プレイが赤色に
点灯します。

録音時のエラー録音が中断されました。

O
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空記憶域を調べる :

� メニューバーの「設定」＞「会議の録音」をクリックします。
「会議の録音」ウィンドウが表示され、空記憶域「利用可能なディスクス
ペース」が表示されます。

 「会議の録音」ウィンドウを閉じるには：
�「閉じる」をクリックします。

録音を終了する � メニューバーの「設定」＞「会議の録音」をクリックします。
「会議の録音」ウィンドウが表示されます。

�「停止」をクリックします。
録音が停止します。ボタン「停止」および録音アイコンがグレー表示にな
り、ボタン「録音」がハイライトされます。CU1 ディスプレイに、録音ア
イコンは表示されません。
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プロトコル機能と診断機能を使用する –

「イベントログ」
ログ機能と診断機能を使って、会議システムのすべての変更を記録します。通
常動作では、アイコンバーにはアイコン  が見られます。警告やエラーがあ
ると、 アイコンは  へ変わります。
プロトコル「イベントログ」を開くには：
� アイコンバーでアイコン  または  をクリックします。
ウィンドウ「処理しています ...」が表示される場合：

� アイコン  をクリックします。
ウインドウ「プロトコル」が表示されます。

変更と警告が発生した順序で表示されます :

欄 意味 /機能

「時間」 セントラルユニット ADN CU1の時間
「場所」 情報 /エラーの場所 (セントラルユニット ADN CU1「CU 

Main」、電源供給 ADN PS「PS」、マイクユニット ADN C1

「PU」/ADN D1「DU」)

「有資格者」 メッセージの種類 :

• 情報（「Info」)

• 警告（「Warning」)

• エラー（「Error」)

• 重大なエラー（「Critical Error」)

「説明」 エラーの説明（英語）
発生する可能性のあるエラーの説明は、以下の章に記載さ
れています。

「値」 オプションの追加値（エラーコードなど）
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「イベントログ」プロトコルの情報

以下の表では、変化する数字には「#」印を使用しています（例えば「場所」
[CU Main ######] は、製造番号が例えば「[CU Main 661235]」のセントラル
ユニット ADN CU1を表します）。

「Info」情報 「説明」欄 「Location」場所 意味
Conference Recording [CU Main 

######]
録音を開始しました。

Conference Recording Off [CU Main 

######]
録音が中断されました。

HW Version #/

VARIOUS

[DU / PU] / 

[CUSB]
マイクユニット ADN D1

(「DU」)または ADN C1

(「PU」) またはセントラルユ
ニット ADN CU1 (「CUSB」)の
ハードウェアバージョン；
異なっています。
(「VARIOUS」)

HW Version #/

VARIOUS

[Power Supplies] 電源供給 ADN PSのハード
ウェアバージョン；
異なっています。
(「VARIOUS」)

SW Version #.#.#.# [DU / PU] / 

[CUSB]
マイクユニット ADN D1 

(「DU」)または ADN C1

(「PU」) またはセントラルユ
ニット ADN CU1 (「CUSB」)

のソフトウェアバージョン
SW Version #.#.#.# [CU Main 

######]
セントラルユニット ADN CU1 

(「CU Main」)のソフトウェア
バージョン

SW Version VARIOUS [DU / PU] / 

[CUSB]
マイクユニット ADN D1 

(「DU」)または ADN C1

(「PU」) またはセントラ
ルユニット ADN CU1 

(「CUSB」)のソフトウェア
バージョンが異なります

Topology update: Found 

connected conference 

units=##, Power 

Supplies=##

[CU Main 

######]
会議システムの構成が変更さ
れました ;　マイクユニットお
よび /または電圧が追加され
ました、または取り除かれま
した。
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「Warning」警告 「説明」欄 「Location」場所 意味
Available USB device space 

below 500 MB

[CU Main 

######]
USB大容量記憶装置上の使用
可能な記憶域 <500 MB

Bus Error (### Frames) [CU Main 

######]
データ伝送時のエラー ; 失わ
れたデータフレームの数

More than 400 conference 

units (x) connected!

[CU Main 

######]
マイクユニット（会議ユニッ
ト）が 400台以上接続されて
います。システムの安定性が
保証されなくなります。シス
テムエラーが発生する可能性
があります。 

Chairperson unit S/N:

###### at pos.###

NOT INITIALIZED

[CU Main 

######]
議長用マイクユニットが初期
化されていません。

More than 15 ADN PS 

devices (x) connected!

[CU Main 

######]
接続されている電源スイッチ 

ADN PS の最大数を超過してし
まいます。

Conference Reinit due to 

inconsistent topology

[CU Main 

######]
会議システムの構成が矛盾し
ている事による再初期化

Device Temperature 

Overheat/OK

[CU Main 

######]/

[PS ######]

セントラルユニット /電源の
温度が許容範囲内です
(「OK」)/高すぎます
(「overheat」)。

ファンの状態 :

Fan1=ALERT/OK; 

Fan2=ALERT/OK

[CU Main 

######]/

[PS ######]

セントラルユニット /電源の
ファン 1/2 が運転中です
(「OK」)/故障しています
(「ALERT」)。

High Current status: 

(Port1=ALERT/OK, 

Port2=ALERT/OK)

[CU Main 

######]/

[PS ######]

セントラルユニット /電源の
PORT I/PORT II の電流が許容範
囲内です (「OK」)/高すぎま
す (「ALERT」)。

Low Voltage Alert at Unit 

Pos.###

[Unit at 

Pos.###]
マイクユニットへの供給電圧
が低すぎます。

More than max number 

(150) of wireless conference 

units tried to register to the 

system

[CU Main 

######]
ワイヤレスマイクユニットの
最大数を超過してしまいます。

Microphone Limit changed 

to ## due to number of 

chairperson units

[CU Main 

######]
議長用マイクユニットの数が
変更されたため、マイクリ
ミットが変更されました。

Microphone limit readjusted 

to max possible value=##

[CU Main 

######]
マイクリミットが可能な最大
値へ変更されました。

More than 4 ADN-W AM 

devices (x) connected!

[CU Main 

######]
アンテナモジュールの最大数
（セントラルユニットあたり 4

台）を超過してしまいます。
Premonition Time 

readjusted to ##s due to 

Talk Time Limit conflict

[CU Main 

######]
発言時間制限が重なったため、
予告時間が変更されました。

Short-Circuit status:

(Port1=ALERT/OK, 

Port2=ALERT/OK)

[CU Main 

######]/

[PS ######]

セントラルユニット /電源の
PORT I/PORT II に短絡が発生し
ています (「ALERT」)/短絡は
ありません (「OK」)。
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「Error」エラー 「説明」欄 「Location」場所 意味
Cabling error on power 

supply unit at pos.### 

(Port##.##)

[CU Main 

######]
電源へのシステムケーブルの
故障

Conference Unit S/

N:###### failure at 

Pos.###: Please contact 

service

[CU Main 

######]
マイクユニットの故障が検出
されました。Sennheiser取扱
店にお問合せください
（236ページを参照）。

Corrupted USB device [CU Main 

######]
USB大容量記憶装置のエラー

CU recording performance 

problem

[CU Main 

######]
CU1の性能問題問題が繰り
返し発生する場合は、
Sennheiser取扱店にお問合
せください（236ページを
参照）。

Insufficient USB device 

performance

[CU Main 

######]
USB大容量記憶装置の読み
出し /書き込み速度が不十
分です。

Invalid USB device format [CU Main 

######]
USB大容量記憶装置が保護さ
れないファイルシステムを使
用しています。

No USB device available [CU Main 

######]
使用できる USB大容量記憶装
置がありません。

Selftest result: Error [CU Main 

######]
セルフテストが失敗しました。

Set Conference mode=##

denied => Value out of 

range {Automatic=##, 

Overrun=##, リクエスト
=##, 押して話す =##}

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
会議モードを変更できません
でした (「denied」)。

Set Floor Mix=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
自動音量低減を変更できませ
んでした。

Set Floor Volume=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
会議チャンネルの音量を変
更できませんでした
(「denied」)。

Set Microphone limit=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
同時発言権を持つマイクユ
ニットの数を変更できません
でした (「denied」)。

Set Operating Mode=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
セントラルユニットのモード
（例えば、初期化モードや会議
モード）を変更できませんで
した (「denied」)。

Set Premonition Time=##s 

denied => Value out of 

range(0..##s)

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
予告時間を変更できませんで
した (「denied」)。

Set Request Limit=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
発言権申請数を変更できませ
んでした (「denied」)。

Set Speaker Feedback 

Suppression=##

denied => Value out of 

range [##.##]

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
フィードバック抑制機能を
変更できませんでした
(「denied」)。
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Set Talk Time Limit=##min

denied => Value out of 

range(##min..##min)

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
発言時間制限を変更できませ
んでした (「denied」)。

Set Talk Time=##s

denied => Conflict with 

existing premonition 

time=##s

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
設定された予告時間との重な
るため、発言時間制限を変更
できませんでした
(「denied」)。

Set XLR In Sensitivity=##

denied => Value out of 

range(##..##

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
入力 XLR IN の感度を変更でき
ませんでした (「denied」)。

Set XLR Out Feedback 

Suppression=##

denied => Value out of 

range [##..##]

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
フィードバック抑制機能およ
び音声出力 XLR OUT の音量増
加機能を変更できませんでし
た (「denied」)。

Set XLR Out Volume=##

denied => Value out of 

range(##..##)

[CU Main 

######]
値が有効範囲外にあるので、
出力 XLR OUT の音量を変更で
きませんでした (「denied」)。

Unknown Conference 

Recording Status (##)

[CU Main 

######]
録音の状態が不明です。

USB device full [CU Main 

######]
USB大容量記憶装置の記憶域
が占有されています（空記憶
域がありません）。

「説明」欄 「Location」場所 意味
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「Critical Error」重大なエラー

プロトコルをエクスポートする*

�「エクスポート」ボタンをクリックします。
「名前を付けて保存 ...」ウィンドウが表示されます。

� ファイル名を入力します。
� 保存場所を選択します。
�「OK」をクリックします。
ログがテキストファイル（「*.txt」）形式でエクスポートされます。

「説明」欄
「Value」
数値

「Location」
場所 意味 /ヘルプ

Comm.Error –Read Manual 

FAQ

60002 [CU Main 

######]
システムケーブルの故
障または配線エラー、
233ページを参照 

D1/C1 at PS cascading port 60003 [CU Main 

######]

配線エラー、 233ページ
を参照 

PS unit at PS conference 

port

60004 [CU Main 

######]

Ring cabling between 

port I+II

60005 [CU Main 

######]

Ring cabling between 

two PS

60006 [CU Main 

######]

Ring cabling at CU1 ports 60007 [CU Main 

######]

Max number of devices 

exceeded

60008 [CU Main 

######]

Slave GUID duplicate 60009 [CU Main 

######]

AM at PS cascading port 60010 [CU Main 

######]

Cabling IN/OUT Error at 

blinking unit S/N: 

###### at Pos.###

### [CU Main 

######]
マイクユニットの接続エ
ラー (入力 IN と出力 OUT 

が逆になっている )；該
当するマイクユニットで
LEDが点滅します。

Conference Mailbox 

command Object ## Error 

##at Unit Pos.###

### [CU Main 

######]
内部のコマンドエラー

Critical Error ## [##] ### [CU Main 

######]
重大なエラー

Device Runtime Error [##] ### [CU Main 

######]
実行時間エラー

Mailbox Command Timeout 

=> Unit at Pos. ### 

INVALID

### [CU Main 

######]
内部のコマンドエラー

Unknown Error:## ### [CU Main 

######]
未知のエラー

* Windowsバージョンのソフトウェアの場合のみ
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会議システムの清掃と手入れ

ADN コンポーネント

� 会議システムのスイッチを切ります（77ページを参照）。
� 清掃を始める前に、セントラルユニット ADN CU1、電源供給 ADN PS、アン
テナモジュール ADN-W AMを電源から切り離します（78ページを参照）。

� ワイヤレスマイクユニットADN-W C1またはADN-W D1のバッテリーADN-W

BAを取り外します（47ページを参照）。
� 製品の清掃には、乾いた柔らかい布だけを使用します。
� マイクユニットのハウジンググリルを柔らかいブラシまたは柔らかい刷毛
を使って清掃します。

セントラルユニットADN CU1と電源供給ADN PSの最適な冷却を確実に行うには：
� 前面、背面、底面にある通気口を時々ブラシや刷毛を使って清掃し、埃が
溜まらないようにします。

注意

液体による製品の破損 !

液体が製品の中に入ると、電子部品が短絡したり、機械部品が破損することが
あります。
溶剤や洗剤を使用すると、製品の表面を傷付けることがあります。
� 液体が製品の中に入らないように注意してください。
� 溶剤や洗剤は絶対に使用しないでください。

ADN CU1 ADN PS
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ADN 充電ユニット

� 充電ユニットのスイッチを切ります（53ページを参照）。
� 清掃を始める前に、充電ユニットを電源から外します（49 ページおよび 50

ページを参照）。
� 製品の清掃には、乾いた柔らかい布だけを使用します。
� 刷毛などを使用して、充電ボックスの埃をとります。

充電ユニット ADN-W L 10/ADN-W CASE UNITSを最適に冷却するには：
� 側面にある通気口を時々ブラシや刷毛を使って清掃し、埃が溜まらないよ
うにします。

ADN-W L 10 ADN-W CASE UNITS
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ワイヤレスコンポーネントを輸送する
ADN 会議システムのワイヤレスコンポーネントは簡単かつ迅速に脱着できる
のが利点です。従って、本システムをフレキシブルに持ち運んで使用すること
ができます。

ワイヤレスコンポーネントの輸送準備をする
� すべてのシステムケーブルと電源ケーブルをセントラルユニット ADN CU1

およびアンテナモジュール ADN-W AMから切り離します。
ワイヤレスマイクユニットをグースネックマイク ADN-W MIC 36～ 29 と一緒
に使用する場合：
� グースネックマイク ADN-W MIC 36～ 29 をマイクユニットからネジ止めし
ます（46ページを参照）。

輸送ケース ADN-W CASEを使用する
ワイヤレス会議システムの郵送には、オプションの輸送および充電ケース
ADN-W CASEをお勧めします。このモジュール式ケースを使用すれば、ワイヤ
レス会議システムに必要なあらゆるコンポーネントを安全かつ簡単に輸送す
ることが可能です。
含まれているモジュール：
• ADN-W CASE BASE ケースカバーおよびキャスター付きケース底面
• セントラルユニット、アンテナモジュール、充電ユニット ADN-W L 10、電
源ユニット、電源ケーブルおよびその他のアクセサリ用輸送ケース
ADN-W CASE CENTRAL

• ワイヤレスマイクユニット 10 台の収納ボックス付き輸送 / 充電ケース
ADN-W CASE UNITS

注意

輸送の際には、物的損害や人的損害が生じる危険があります !

輸送ケースADN-W CASEのモジュールは非常に重くなることがあ
ります。
輸送ケースの個々のモジュールを積み重ねる際にモジュールを
不適切に持ち上げたり、間違って取り付けたりすると、怪我や物
損事故が生じるおそれがあります。
輸送の際にケースが倒れたり、急に動いたりした場合、あるいは
キャスターのロックが偶然外れたりした場合にも怪我や物損事
故を引き起こす可能性があります。
� 輸送ケースの個々のモジュールを持ち上げて移動する場合は
必ず他のスタッフと一緒に行ってください。

� モジュールを 1.2 mより高く積み上げないでください。この
高さは、ADN-W CASE UNITS または ADN-W CASE CENTRAL、
ADN-W CASE BASE 底面およびカバーの全部で 3 個分のモ
ジュールの高さに該当します。

� これらのモジュールが正しく取り付けられ、すべてのバタフ
ライキャッチが正しくかみ合ってロックされているかどうか
注意してください。

� 輸送ケースは常に慎重に移動し、平坦で水平な場所でのみ動
かします。

� 輸送ケースが不意に動き出さないように、底面モジュール
ADN-W CASE BASE のロック可能キャスターと追加のベルトで
輸送ケースを固定します。
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個々のモジュールは、お客様の要求に応じて、高さ 1.2 mまでは自由に積み上
げることができます。

輸送ケースのモジュールを積み上げるには：
� 下方のモジュールのバタフライキャッチを開きます。
� 折りたたみ式のグリップを持ち、2人以上で次のモジュールを持ち上げ、モ
ジュールのアルミニウム形状が互いにかみ合うように下方のモジュールの
上に置きます。

� 両方のモジュールの4つのバタフライキャッチを合わせ、時計回りに回して
ロックします。
ロックが締まり、回転ハンドルの羽根が平らになります。

� 高さが 1.2 mになるまで次のモジュールを積み上げます。この高さは、
ADN-W CASE UNITSまたは ADN-W CASE CENTRAL、ADN-W CASE BASE底面お
よびカバーの全部で 3個分のモジュールの高さに該当します。

輸送ケースが間違って動き出すのを防ぐには：
� 底面モジュール ADN-W CASE BASEのロック可能キャスター  を、 

• 下へ押すとブレーキがかかります。
• 上へ押すとブレーキが外れます。

� 必要に応じて、輸送用グリップに固定できるベルトで輸送ケースを固定し
ます。

バタフライキャッチが間違って開かないように、小さな Uロックを使っ
てバタフライキャッチを固定し、閉鎖することができます。

最大
積み重
ね高さ

1.2 m

開く

閉じる

3

3

3

開く

閉じる
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輸送ケース ADN-W CASE CENTRALを詰める

このモジュールには、以下のコンポーネント用のクッション付き収納部がつい
ています：
• ADN CU1 セントラルユニット 1台
• アンテナモジュール ADN-W AM 1台
• 電源ユニット NT 12-50C　11台
• 充電ユニット ADN-W L 10　1台
• バッテリー ADN-W BA　10台
• 電源ケーブルおよびその他のアクセサリ

輸送 / 充電ケース ADN-W CASE UNITSを詰める

このモジュールには、バッテリー ADN-W BAを含む 10 台のワイヤレスマイク
ユニット ADN-W C1または ADN-W D1、および付属マイク ADN-W MIC 15また
は ADN-W MIC 36用のクッション付き収納ボックスがあります。

マイクを安全に収納し、マイクネックをクッションの窪みにはめ込むには：
� グースネックマイク ADN-W MIC 15～39、ADN-W MIC 15～50 および ADN-W

MIC 36～ 50 を慎重に横側に曲げます。
� グースネックマイク ADN-W MIC 36～ 29 をマイクユニットからネジ止めし
ます（46ページを参照）。

ADN-W AM

10 x ADN-W BA

10 x NT 12-50C 
電源ケーブルなし

ADN-W L 10

ADN CU1用電源ケーブル、 
ADN-W AM および NT 12-50C

10 x 電源ケーブル 
NT 12-50C用

ADN CU1

NT 12-50C

ADN-W CASE CENTRAL

10 x ADN-W D1/ADN-W C1

ADN-W CASE UNITS
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会議システムのファームウェアを更新
する

セントラルユニットのメニューによって、ハードウェアとソフトウェアのバー
ジョン番号を表示させることができます（111ページを参照）。
ADN 製品のファームウェアの更新「ADN System Update」に関する情報は、
DVD-ROM（セントラルユニットに同梱）の「ADN System Software Setup」説明
書 に 記 載 さ れ て い ま す。ま た は イ ン タ ー ネ ッ ト ウ ェ ブ サ イ ト
www.sennheiser.comから入手可能です。
ADN 会議システムのファームウェア更新に関するその他の情報は Sennheiser

取扱店で入手可能です。

注意

会議システムが破損する危険があります !

更新などによるファームウェアの不適切な変更は、会議システムに修理不能な
損傷を与える可能性があります。
� 会議システムに影響する場合、または、Sennheiser から推奨があった場合に
のみ、ファームウェアを更新します。

� 会議システムのファームウェアの更新については、Sennheiser 取扱店までお
問い合わせください。

� 更新中は 決して セントラルユニット ADN CU1、電源 ADN PS、マイクユニッ
トから電源を切り離さないでください。

� ワイヤレスマイクユニットADN-W D1またはADN-W  C1の ファームウェア更
新は、完全に充電されたバッテリー ADN-W BAでのみ実行してください。

http://www.sennheiser.com
http://www.sennheiser.com
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故障が発生したら /よくある質問

故障が発生したら /よくある質問
会議システム

問題 考えられる原因 考えられる解決策 ページを参照
セントラルユニット ADN 

CU1および /または電源
ADN PSのスイッチが入ら
ない

電源に接続されていません。 セントラルユニット ADN CU1およ
び電源供給 ADN PS を電源に接続し
ます。

39

電源 ADN PSのスイッチが
入らない

セントラルユニットへ接続されて
いません。

電源 ADN PSをセントラルユニット
ADN CU1へ正しく接続し、セント
ラルユニット ADN CU1のスイッチ
をオンにします。

58

電源 ADN PSのスイッチは
入るが、会議システムに認
識されない

会議システム内の電源供給 ADN PS

が多すぎます（セントラルユニッ
トのディスプレイに警告マーク N

が表示されます）。

会議システムあたり最大 15台の電
源 ADN PSが使用できます。数を減
らします。

–

マイクユニットを使用でき
ない /オンにならない

マイクユニットが正しく接続され
ていません。

プラグがすべて正しく接続されて
いることを確認します。

56

ケーブル列またはケーブルリング
が長すぎます。

ケーブル列またはケーブルリング
の長さを短くするか、またはマイ
クユニットの数を減らします。

29

設定された発言権申請の最大数に
達しました。

発言権申請の最大数を増やします。 91 と 196

議長用マイクユニット ADN C1が使
用前に初期化されていません。

後から会議システムへ接続する
議長用マイクユニットを初期化
します。

94 と 191

会議システム内の議長用マイクユ
ニット ADN C1の数が 10台以上あ
ります。

会議システムあたり最大 10台の
議長用マイクユニットを使用でき
ます。この時、各議長用マイクユ
ニットにより発言者の最大数が減
少します（「最大動作マイク数」）。
議長用マイクユニットの数を 10台
より少なくします。

91 と 196

会議システム内のマイクユニット
の数が多すぎます。

会議システムあたり 400台より多
いマイクユニットが使用されてい
ます。数を減らします。

–

使用しているワイヤレスマイク
ユニットのバッテリーが切れてい
ます。

バッテリー ADN-W BAを充電する
か、空のバッテリーを充電済み
バッテリーと交換します。

51

ワイヤレスマイクユニットの考え
られる故障については、 234ページ
を参照してください。

– –

セントラルユニットのディ
スプレイに警告アイコンが
表示される、またはディス
プレイが赤色に点灯する

変更またはエラーが発生しました 表示されたアイコンから考えられ
る原因を確認します。

102

マイクユニットのラウドス
ピーカーの音量が大きすぎ
ます /小さすぎます。

追加チャンネルの音量が過大 /過
小に低減されるようにマイクユ
ニット信号の処理「フロアミック
ス」が設定されています。

マイクユニット信号の処理を調整
します。

98 と 201

会議チャンネルの音量が正しく調
整されていません

会議チャンネルの音量を調整し
ます。

120、 200 お
よび 214
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マイクユニットのラウドス
ピーカーに大音量の雑音が
入る

マイクユニットの間隔が狭すぎ
ます。

マイクユニットは最低 50 cm の間
隔で配置します。

–

会議チャンネルの音量が非常に高
く設定されています。

会議チャンネルの音量を下げます。 120、 200 お
よび 214

フィードバックを防止する
「フィードバック抑制」機能がオフ
になっています。

「フィードバック抑制」機能をオン
にします (「低強度」または「高強
度」)。

99 と 202

マイクユニットのマイクの
発言がマイクユニットラウ
ドスピーカーとヘッドホン
ジャックから伝送されない

マイクユニットラウドスピーカー
とヘッドホンジャック経由のマイ
クユニットのマイクの伝送がオフ
になっています。

機能「マイクラウドスピーカー 

ミュート」をオフにします。
100 と 201

オーディオ入力 IN の音声
信号がオーディオ出力 OUT 

から出力されていない。

オーディオ入力 INをオーディオ出
力 OUT からフィルタリングするた
めの「 XLR ミックスマイナス 」機
能をオンにします。

「XLR ミックスマイナス」機能をオ
フにします。

100 と 201

ビデオ会議や電話会議で
音声信号が二重に伝送さ
れる。

会議チャンネルの音量が非常に高
く設定されています。

会議チャンネルの音量を下げます。 120、 200 お
よび 214

音声信号の重なりを防止するため
の機能がオフになっています。

「XLR ミックスマイナス」機能をオ
ンにします。

100 と 201

出席者用マイクユニットを
オンにすると、発言権請求
だけが表示される

ADN D1/ADN-W D1タイプの出席者
用マイクユニットだけを使用して
います。設定された会議モードが
議長による発言権の割り当てを要
求しています (例えば「リクエス
ト」)。

発言権の割り当てが不要な会議
モードを設定します。

90 と 195

発言権の付与には議長用マイクユ
ニット ADN C1/ADN-W C1を使用し
ます。

118

「Conference Manager」ソフトウェ
アを使用して発言権を付与します。

211

出席者用マイクユニットが
自動的にオフになる

発言時間制限がオンになってい
ます。

発言時間制限を無効にするか、ま
たは、制限時間を長くします。

92 と 197

「オーバー」会議モードで、もう 

1 人の発言者が発言権を申請しま
した。

会議モードを変更します。 90 と 195

同時発言権のある発言者の数を増
やします。

91 と 196

発言権を申請できない 発言権申請の最大数に達しました。 発言権申請の最大数を増やします。 91 と 196

現在の発言者が発言権を戻すまで
待ちます。

–

発言権を申請してもライト
リング  が点滅しない

機能がオフになっています。 機能をアクティブにします。 93 と 197

表示されたマイクユニット
の数が現存のマイクユニッ
トの数と一致しない

システム稼動中にマイクユニット
が会議システムに追加されました。

マイクユニットを初期化するか、
または会議システムを再起動し
ます。

94 と 191

配線エラー 会議システムの構成をチェックし、
配線エラーの有無を確認します。

56

電源 ADN PSへのマイク
ユニット割り当てが不正
です。

システム稼動中にマイクユニット
が会議システムに追加されました。

マイクユニットを初期化するか、
または会議システムを再起動し
ます。

94 と 191

配線エラー 会議システムの構成をチェックし、
配線エラーの有無を確認します。

56

問題 考えられる原因 考えられる解決策 ページを参照

2
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故障が発生したら /よくある質問

セントラルユニット ADN CU1のエラーメッセージ

USB大容量記憶装置への録
音ができない。

データ記憶媒体がフォーマットさ
れていません。

USB大容量記憶装置を NTFSファイ
ルシステムまたは FAT32ファイル
システムとしてフォーマットし
ます。

–

USB大容量記憶装置の電源が不十
分です。

USB大容量記憶装置の外部電源を
接続するか、または電源用に 2つ
の USB接続ポートを使用します。

–

伝送速度が低すぎます。 USB 2.0インターフェースを持つ
USB大容量記憶装置を使用します。

–

USBシールドケーブルを使用し
ます。

–

音声録音のデータ名が正し
い日付にならない

セントラルユニット ADN CU1の日
付と時刻が正しく設定されていま
せん。

正しい日付と時刻を設定します。 152

問題 考えられる原因 考えられる解決策 ページを参照

エラー番号 考えられる原因 考えられる解決策
リストアップされていない
エラー番号

システムエラー Sennheiser取扱店にお問合せください（236ペー
ジを参照）。

60002 システムケーブルの故障 故障したシステムケーブルを交換し、会議シス
テムを再起動します （77ページを参照）。 

Hardware Revision 0 または 1 のマイ
クユニットが検出され、少なくとも
2台のマイクユニットが OUTソケッ
ト経由で直列のケーブル配線に接続
されています。
(場合によっては、リング配線 )

リング配線および /または直列配線（接続ポー
ト OUTで接続）では、Hardware Revision 2（型
番プレートに「HW: v2」と記載 )のマイクユ
ニットのみを使用しください。

60003 電源供給 ADN PSの接続ジャック 

DATA に、マイクユニットを接続し
ます。

会議システムを正しく構成し（56ページを参
照）、会議システムを再起動します
（77ページを参照）。

60004 電源供給 ADN PSの接続ジャック 

DATA が、マイクユニットの接続
ジャック PORT と接続しています。

60005 電源 ADN PSが異なる接続 PORT 経由
でリング配線されています。

60006 さまざまな電源 ADN PSがさまざま
な接続ポート PORT 経由でリング配
線されています。

60007 セントラルユニット ADN CU1へのリ
ング配線

60008 接続されているマイクユニットの最
大数（500）を超過しています。

60009 少なくとも１つのマイクユニットの
シリアル番号がシステム内に重複し
ています。

マイクユニットのシリアル番号を点検するか、
Sennheiser代理店にお問い合わせください
（236ページを参照）。

60010 電源供給 ADN PSの接続ジャック 

DATA が、アンテナモジュールと接
続しています。

会議システムを正しく構成し（56ページを参
照）、会議システムを再起動します
（77ページを参照）。
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ワイヤレスマイクユニットでの会議

問題 考えられる原因 考えられる解決策 ページを参照
アンテナモジュールが作
動していません。ワイヤ
レスマイクユニットの赤
色ランプが点滅し続けま
す。（セントラルユニッ
トのディスプレイに警告
メッセージが表示されま
す）

1台のセントラルユニット ADN-W 

CU1 にアンテナモジュールが 4台以
上接続されています。

アンテナモジュールの数を減らし
てください。セントラルユニット 

CU1 1台あたり最大 4台のアンテ
ナモジュールを使用してください。 

221

ワイヤレスマイクユニッ
トを登録することができ
ず、約 5分後にオフにな
ります。 

1台のセントラルユニットにワイヤ
レスマイクユニットが 150台以上接
続されています。

ADN-W CU1 1台あたり最大 150台
のワイヤレスマイクユニットを使
用してください。

221

マイクユニットは作動す
るが、マイクが機能し
ない

マイクの接続が間違っています。 マイクがマイクユニットコンソー
ルに正しく接続されているか確認
します。

46

新しく追加したマイクユ
ニットは機能しません。
マイクユニットの赤色ラ
ンプが点滅し続けます。

マイクユニットが 400台以上接続さ
れてしまいます。 

マイクユニットの最大数を 400台
に減らしてください。

–

マイクボタン LED  およ
び場合によりライトリン
グ  が赤色で速く点滅
し、マイクが機能しない 

マイクの接続が間違っています。 マイクがコンソールに正しく接続
されているか確認します。

46

マイクが故障しています。 故障したマイクを新しいマイクに
交換します。

–

マイクユニットがアン
テナモジュールに接続
しない

無線接続の無線到達範囲を越えてい
ます。

マイクユニットとアンテナモ
ジュール間の距離を縮めます。ア
ンテナモジュールはできるだけ中
央に取り付け、マイクユニットの
上部に設置します。

74

どの周波数範囲が空いており、どれ
が使用中であるか、アンテナモ
ジュールを点検します。

周波数帯が点検されるまで、数分
間待ちます。

閉じられたワイヤレスモードが設定
されています。登録リスト内にリス
トシリアル番号があるワイヤレスマ
イクユニットだけしかワイヤレス会
議に使用できません。

ワイヤレスマイクユニットのシリ
アル番号を登録リストの中に入れ
ます。

167

ワイヤレスマイクユニットが自動
的に接続されるように、開かれた
ワイヤレスモードを利用します。

166

アンテナモジュールとマ
イクユニットの間の無線
接続の状態が悪い

無線接続の無線到達範囲を越えてい
ます。

マイクユニットとアンテナモ
ジュール間の距離を縮めます。ア
ンテナモジュールはできるだけ中
央に取り付け、マイクユニットの
上部に設置します。

74

出力を「100 %」まで上げます。 164

アンテナが間違った方向に向けられ
ているか、接続が間違っています。

アンテナモジュールには同梱のア
ンテナのみを正しく接続します。
アンテナは互いに平行にし、ワイ
ヤレスマイクユニットに対して約
90°になるように調整します。

41

無線接続が故障しています。 動的周波数マネージメントを使用
します。

96 または 161

無線チャンネルまたは出
力が選択および変更でき
ない

ソフトウェアが動作モード「ライ
ブ」になっていません。

動作モード「ライブ」を作動し、
無線チャンネルまたは出力を手動
で設定します。

162

8

2
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バッテリーおよび充電ユニット

国別設定 「国の選択」 
が変更できない； 「米国
/カナダ」が選択されて
いる

米国市場用のアンテナモジュール ADN-W AM-USを会議システムで使用する場合、国別
規定を変更することはできません。この会議システムは、米国市場およびその他のすべ
ての地域で許可されている無線周波数および送信強度だけを使用します。

ワイヤレスモードの設定
がソフトウェア
「Conference Manager」で
変更できない

セントラルユニットに接続されてい
ない、および /または動作モード
「設定」になっています。

セントラルユニットへの接続を
行い、動作モード「ライブ」にし
て、ワイヤレスモードの設定を行
います。

160

問題 考えられる原因 考えられる解決策 ページを参照

問題 考えられる原因 考えられる解決策 ページを参照
バッテリーが充電しない 不適切な充電装置を使用してい

ます。 
正しい充電装置 NT 12-50Cだけを
使用してバッテリーを充電します。

51

バッテリーがオーバーヒートして
います。

バッテリーを冷却し、充電中は十
分に通気します（周辺温度 10°C～
45°C）。充電ユニット ADN-W CASE 

UNITSを使用する場合、カバーを開
いた状態でのみバッテリーを充電
してください。

51

充電ユニット ADN-W L 10/ADN-W 

CASE UNITSのヒューズが作動して
います。

問題の原因を見つけ、ヒューズを
交換するために、Sennheiser代理
店までご連絡ください。

–

充電ユニット ADN-W L 10/ADN-W 

CASE UNITS にバッテリーが挿入さ
れ、さらに充電装置 NT 12-50C が
接続されています。

バッテリーは、充電装置 NT 12-

50C、充電ユニット ADN-W L 10ま
たは ADN-W CASE UNITSのいずれか
で充電します。

51

バッテリーが故障しています。 故障したバッテリーを新しいバッ
テリーと交換します。

51

バッテリーがすぐにな
くなる

バッテリーが老朽化しています。 老朽化したバッテリーを新しい
バッテリーと交換します。

–
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ソフトウェア「Conference Manager」

表に記載されていない問題が会議システムに生じた場合、または、表に記載されている解決方法で問題を解決できな
かった場合は、Sennheiser取扱店にお問合せください。
お住まいの国の取扱店については www.sennheiser.com の「サービスとサポート」をご覧ください。

問題 考えられる原因 考えられる解決策 ページを参照
セントラルユニットに接
続できない

ネットワークに接続されていま
せん。

ネットワーク、セントラルユニッ
ト、パソコンの接続を確認します。

76

セントラルユニットまたは 

Windows パソコンの IP アドレスが
変更されました。

ネットワーク設定を確認して、必
要な場合は調整します。

127

セントラルユニットへの接続は既
に確立されています。

このセントラルユニットへの有効
な接続を終了します。

155

セントラルユニットの画
面が黒いままになる

画面解像度の設定が高すぎます。 セントラルユニットの画像解像度
をリセットします。

143

Windows パソコンとセン
トラルユニットの間のネ
ットワーク接続を確立で
きない

Windows パソコンに ゼロ構成サー
ビスがインストールされていま
せん。

パソコンとセントラルユニットを
直接接続した場合は、通常、構成
は DHCP サーバがなくてもゼロ構成
で行われます。パソコン上に対応
するサービスがない場合は、対応
するサービスをインストールする
か、または、ルートを手動で割り
当てます（サブネット : 

255.255.0.0、IP アドレス範囲 : 

169.254.0.x; x = パソコンの希望す
る IP アドレス）。

–

PCおよび /またはセントラルユ
ニットで不正な IPアドレスが設定
されています。

ネットワーク設定を確認して、必
要な場合は調整します。

131

セントラルユニットと Windows パ
ソコン間のネットワーク通信がプ
ロキシサーバまたはファイア
ウォールでブロックされています。

パスワードを忘れた – 既存のパスワードを削除します。 153

ルーム表示のオブジェク
トを変更できない

オブジェクトがロックされてい
ます。

オブジェクトのロックを解除し
ます。

184

ソフトウェアが「ライブ」動作
モードになっています。

「設定」動作モードに切り替えて、
設定を編集します。

147

画像をインポートでき
ない

セントラルユニットでソフトウェ
アバージョンを使用しています。

Windows バージョンのソフトウェ
ア経由で画像をインポートします。

178

「ライブ」モードで、マイ
クユニットアイコンと出
席者が消えます

出席者の場合、出席者一覧で、設
定「ライブモードで表示します」
が無効になっています。

機能をアクティブにします。 185

http://www.sennheiser.com/service-support/
http://www.sennheiser.com/service-support/


ADN Digital Conference System | 237

コンポーネントとアクセサリ

コンポーネントとアクセサリ
セントラルユニット /電源

有線マイクユニット

ワイヤレスコンポーネント

製品番号 製品名 記号
505553 ADN CU1-EU セントラルユニット、EUバージョン

（EU電源ケーブル付き）
505554 ADN CU1-UK セントラルユニット、UKバージョン

（UK電源ケーブル付き）
505555 ADN CU1-US セントラルユニット、USバージョン

（US電源ケーブル付き）
505546 ADN PS-EU 電源供給、EUバージョン（EU電源ケーブ

ル付き）
505547 ADN PS-UK 電源供給、UKバージョン（UK電源ケーブ

ル付き）
505548 ADN PS-US 電源供給、USバージョン（US電源ケーブ

ル付き）
504031 ADN RMB-2 セントラルユニット ADN CU1のラック取

り付け用ラックイヤー

製品番号 製品名 記号
502758 ADN D1 出席者用マイクユニット 

502759 ADN C1 議長用マイクユニット
504001 ADN TR 1 マイクユニットのケーブル接続用ケーブル

ホルダ

製品番号 製品名 記号
504748 ADN-W D1 出席者用ワイヤレスマイクユニットのコ

ンソール（バッテリーおよびグースネッ
クマイクなし ）

504745 ADN-W C1 議長用ワイヤレスマイクユニットのコン
ソール（バッテリーおよびグースネック
マイクなし ）

504744 ADN-W BA ワイヤレスマイクユニット ADN-W D1/

ADN-W C1用バッテリー
504750 ADN-W MIC 15-39 ワイヤレスマイクユニット用グースネッ

クマイク（長さ 39 cm；KE 10 マイクカプ
セル）

504751 ADN-W MIC 36-29 ワイヤレスマイクユニット用グースネッ
クマイク（長さ 29 cm；ME 36 マイクカプ
セル）

504752 ADN-W MIC 15-50 ワイヤレスマイクユニット用グースネッ
クマイク（長さ 50 cm；KE 10 マイクカプ
セル）

504753 ADN-W MIC 36-50 ワイヤレスマイクユニット用グースネッ
クマイク（長さ 50 cm；ME 36 マイクカプ
セル）



コンポーネントとアクセサリ

238 | ADN Digital Conference System

505717 ADN-W D1 15-39 ワイヤレスマイクユニットセット（出席
者用ワイヤレスマイクユニット ADN-W 

D1、バッテリー ADN-W BAおよびグース
ネックマイク ADN-W MIC 15-39付き）

505718 ADN-W D1 36-29 ワイヤレスマイクユニットセット（出席
者用ワイヤレスマイクユニット ADN-W 

D1、バッテリー ADN-W BAおよびグース
ネックマイク ADN-W MIC 36-29付き）

504743 ADN-W AM アンテナ モジュール
505715 ADN-W AM-US アンテナモジュール USバージョン
505712 NT 12-50C-EU 電源装置、EUバージョン（EU電源ケーブ

ル付き、バッテリー ADN-W BAの充電用
およびアンテナモジュールのオプション
電源供給用）

505713 NT 12-50C-UK 電源装置、UKバージョン（UK電源ケーブ
ル付き）

505714 NT 12-50C-US 電源装置、USバージョン（US電源ケーブ
ル付き）

003226 GZG 1029 アンテナモジュール固定用ボールジョイ
ント（3/8インチねじ）

003193 GZP 10 ボールジョイントまたはアンテナモ
ジュールの固定用取付けプレート 

（3/8インチねじ）
043207 ねじ式インサート 5/8インチ～ 3/8インチ
504749 ADN-W L 10 最大 10台のバッテリー ADN-W BA用充電

ユニット （電源ケーブルなし ）
505719 ADN-W L 10-EU 充電ユニット、EUバージョン（最大 10台

のバッテリー ADN-W BA用）
505720 ADN-W L 10-UK 充電ユニット、UKバージョン（UK電源

ケーブル付き）
505721 ADN-W L 10-US 充電ユニット、USバージョン（US電源

ケーブル付き）
504959 ADN-W CASE BASE ケースカバーおよびキャスター付きケー

ス底面
504956 ADN-W CASE UNITS 輸送および充電ケース（10台のワイヤレ

スマイク用）（電源ケーブルなし ）
505758 ADN-W CASE UNITS-EU 輸送および充電ケース（10台のワイヤレ

スマイク用）、 EUバージョン（EU電源ケー
ブル付き）

505759 ADN-W CASE UNITS-UK 輸送および充電ケース（10台のワイヤレ
スマイク用）、 UKバージョン（UK電源
ケーブル付き）

505757 ADN-W CASE UNITS-US 輸送および充電ケース（10台のワイヤレ
スマイク用）、 USバージョン（US電源ケー
ブル付き）

504957 ADN-W CASE CENTRAL セントラルユニット、アンテナモジュー
ルおよびアクセサリ用輸送ケース

505716 ADN-W CASE KIT 20 輸送および充電ケースセット （20台のワ
イヤレスマイクユニット用、電源ケーブ
ルなし 、 ADN-W CASE BASEケースカバー
およびケース底面 および輸送および充電
ケース ADN-W CASE UNITS 2 個付き）

製品番号 製品名 記号
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システムケーブル

505756 ADN-W CASE KIT 20-EU 輸送および充電ケースセット（20台のワ
イヤレスマイク用）、 EUバージョン（EU電
源ケーブル 2 本付き）

505754 ADN-W CASE KIT 20-UK 輸送および充電ケースセット（20台のワ
イヤレスマイク用）、 UKバージョン（UK

電源ケーブル 2 本付き）
505755 ADN-W CASE KIT 20-US 輸送および充電ケースセット（20台のワ

イヤレスマイク用）、 USバージョン（US電
源ケーブル 2 本付き）

製品番号 製品名 記号
009842 SDC CBL RJ45-2 システムケーブル（RJ45シールドプラグ

2 個、黒、2 m）
009843 SDC CBL RJ45-3 システムケーブル（RJ45シールドプラグ

2 個、黒、3 m）
009844 SDC CBL RJ45-5 システムケーブル（RJ45シールドプラグ

2 個、黒、5 m） 
009845 SDC CBL RJ45-10 システムケーブル（RJ45シールドプラグ

2 個、黒、10 m） 
009846 SDC CBL RJ45-20 システムケーブル（RJ45シールドプラグ

2 個、黒、20 m） 
009847 SDC CBL RJ45-50 システムケーブル（RJ45シールドプラグ

2 個、黒、50 m） 

製品番号 製品名 記号
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技術データ

セントラルユニット ADN CU1

XLR IN

XLR OUT

電源供給 ADN PS

定格入力電圧 100 ～ 240 V～
電源周波数 50 ～ 60 Hz～
消費電力 245 W

RJ45 EtherCAT の出力電力 52.8 V 

定格出力電流 最大 1.75 A

温度範囲 動作湿度 : +5°C～ +50°C

保管湿度 : -25°C～ +70°C

相対湿度 動作湿度 : 10 ～ 80%

保管湿度 : 10 ～ 90%

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 417 x 100 x 345 mm

重量 約 6.5 kg

入力抵抗 RIN > 10 kΩ

入力レベル 最大 +18 dBu

最小 -18 dBu

公称レベル +7.5 dBu

出力抵抗 ROUT < 100 Ω

周波数応答 20 Hz ～ 14.5 kHz; -3 dB

出力レベル 最大 +11 dBu

公称レベル +6 dBu

1 kHzでのひずみ < 0.02% A荷重、+7.5 dBu の場合
SN 比 > 80 dB A荷重、+11 dBu の場合

定格入力電圧 100 ～ 240 V

電源周波数 50 ～ 60 Hz

消費電力 385 W

RJ45 PORT I/II 出力 1/2

の出力電圧 52.8 V 

RJ45ポート I/II 出力 1/2

の公称出力電流
最大合計 5.25 A

1出力あたり最大 1.75 A

RJ45 DATAの出力電圧 52.8 V 

RJ45 DATAの公称出力電流 最大 0.08 A

温度範囲 動作湿度 : +5°C～ +50°C

保管湿度 : −25°C～ +70°C

相対湿度 動作湿度 : 10 ～ 80%

保管湿度 : 10 ～ 90%

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 482.5 x 168 x 100 mm

重量 約 4.6 kg
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マイクユニット ADN D1 と ADN C1

マイクロフォン

ADN CU1、ADN PS、ADN D1および ADN C1の認定

次の基準に準拠しています

認定済み

供給電圧 35 V ～ 52.8 V

消費電力 2 W（ラウドスピーカー経由の再生を除く）
ヘッドホンソケット 3.5 mm ステレオジャック
ヘッドホンソケット 出力 50 mW/16 Ω

1 kHzでのひずみ 0.03 %、50 mW/16 Ωの場合
周波数応答 100 Hz ～ 14.5 kHz

NS 比 > 70 dB(A)

温度範囲 動作湿度 : +10°C～ +40°C

保管湿度 : -25 °C～ +70 °C

相対湿度 動作湿度 : 10 ～ 80%

保管湿度 : 10 ～ 90%

寸法（グースネックなし）
（幅 x 高さ x 奥行き） 約 185 x 63 x 140 mm

重量 約 700 g

指向性 スーパーカーディオイド
周波数応答 190 Hz ～ 14.5 kHz

欧州 EMC EN 55103-1/-2

安全性 EN 60065

米国 EMC  47 CFR Part 15 B

カナダ EMC ICES 003

米国 /カナダ オーディオ、ビデオなど電子機器 – 安全性
要求 CAN/CSA-C22.2 No. 60065 およびUL 
60065



技術データ

242 | ADN Digital Conference System

アンテナモジュール ADN-W AM

ワイヤレスマイクユニット ADN-W C1または
ADN-W D1

マイクロフォン
「ワイヤレスマイクユニット用－スネックマイク ADN-W MIC 15」 243ページを
参照。

無線周波数帯 2.4 GHz; 5.1 ～ 5.9 GHz (250 ページを参照 )

無線出力 25 ～ 100 mW（設定した国 /地域に応じて、
250ページを参照）

供給電圧 12 ～ 15 V

代替 ADN PORTバス 52.8 V

消費電力 6 W

アンテナ 3バーアンテナ（R-SMA接続付き）
マイクユニットへの到達範囲 通常 30 m

取付けねじ 5/8インチおよび 3/8インチ（ねじ式イン
サート付き）

温度範囲 動作湿度 : +5°C～ +45°C

保管湿度 : -25°C～ +70°C

相対湿度 動作湿度 : 20 ～ 95%

保管湿度 : 10 ～ 90%

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 226 x 181 x 58 mm

重量 約 1660 g

無線周波数帯 2.4 GHz、5.1 ～ 5.9 GHz (250 ページを参照 )

無線出力 100 mW（設定した国 /地域に応じて、
250ページを参照）

オーディオクオリティ 16 bit / 32 kHz

動作時間 約 20 時間（バッテリー ADN-W BA）
オプションの外部電源電圧 12 V バッテリー ADN-W BAから
充電時間 通常 4 時間
ヘッドホンソケット 3.5mm ステレオジャック
ヘッドホンソケット 出力 50 mW/16 Ω

1 kHzでのひずみ 0.03%、50 mW/16 Ωの場合
周波数応答 100 Hz ～ 14.5 kHz

NS 比 > 70 dB(A)

温度範囲 動作湿度 :+5°C～ +45°C

保管湿度 :-25°C～ +70°C

相対湿度 動作湿度 :20 ～ 80%

保管湿度 :10 ～ 90%

寸法（グースネックなし）
（幅 x 高さ x 奥行き） 約 185 x 67 x 180 mm

重量（バッテリーを含む） 約 940 g
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ワイヤレスマイクユニット用－スネックマイク
ADN-W MIC 15

ワイヤレスマイクユニット用－スネックマイク
ADN-W MIC 36

ADN-W AM、ADN-W D1、ADN-W C1、 
ADN-W MIC 15 および ADN-W MIC 36の認定

次の基準に準拠しています

認可

指向性 スーパーカーディオイド
周波数応答 190 Hz ～ 14.5 kHz

感度 (1 kHz) 38 mV/Pa

NS 比 69 dB

最大音圧 (1 kHz) 120 dB

温度範囲 +10°C～ +40°C

長さ ADN-W MIC 15-39：約 390 mm

ADN-W MIC 15-50：約 500 mm

重量 ADN-W MIC 15-39：約 98 g

ADN-W MIC 15-50：約 116 g

色 マットブラック
ウィンドスクリーン 接着式

指向性 スーパーカーディオイド
周波数応答 40 Hz ～ 20 kHz

感度 (1 kHz) 18 mV/Pa

NS 比 71 dB

最大音圧 (1 kHz) 130 dB

温度範囲 +10°C～ +40°C

長さ ADN-W MIC 36-29：約 290 mm

ADN-W MIC 36-50：約 500 mm

重量 ADN-W MIC 36-29：約 98 g

ADN-W MIC 36-50：約 116 g

色 マットブラック
ウィンドスクリーン 貼付式

欧州 EMC EN 301489-1/-17

無線 EN 300328 

EN 301893

EN 300440-1/-2

安全性 EN 60065

EN 62311 (SAR)

米国 47 CFR Part 15

FCC ID: DMOADNWAM

FCC ID: DMOADNWDU

カナダ Industry Canada RSS 210

IC: 2099A-ADNWAM

IC: 2099A-ADNWDU
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リチウムイオンバッテリー ADN-W BA

次の基準に準拠しています

認定済み

電源ユニット NT 12-50C

定格出力電圧 7.4 V

容量 7800 mAh

充電電圧 12 V 

充電電流 2.5 A

充電時間 完全放電されバッテリーおよび室温の場合：
約 100% = 通常 4 時間

温度範囲 動作湿度 : +10°C～ +45°C

保管湿度 : -25°C～ +70°C

充電 : +10°C～ +45°C

相対湿度 動作湿度 : 20 ～ 95%

保管湿度 : 10 ～ 90%

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 143 x 27 x 124 mm

重量 約 404 g

欧州 EMC EN 301489-1/-17

安全性 IEC/EN 62133

米国 バッテリーセル      UL 1642
バッテリーパック            UL 62133

UN 輸送テスト UN テストハンドブック第 III部、 
38.3項 リチウムバッテリーに準拠

米国 /カナダ

日本

定格入力電圧 100 ～ 240 V

電源周波数 50 ～ 60 Hz

定格出力電圧 12 V

定格出力電流 最大 5 A

消費電力（スタンバイモード）≤ 0.5 W

エネルギー効率
（エネルギースターによる） V

温度範囲 動作湿度 : 0°C～ +40°C

保管湿度 : -10 °C～ +70°C

相対湿度 動作湿度 : 20 ～ 95%

保管湿度 : 10 ～ 90%

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 115 x 33 x 50 mm

重量 約 280 g

ケーブル長さ 電源プラグまで約 1.8 m

フォーンプラグまで約 2.5 m

E 488750 
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次の基準に準拠しています

認定済み

充電ユニット ADN-W L 10

欧州 EMC EN 61204-3

安全性 EN 60950-1

米国 EMC  47 CFR Part 15 B

安全性 CAN/CSA-C22.2 NO.60950-1

カナダ EMC ICES 003

安全性 CAN/CSA-C22.2 NO.60950-1

米国 /カナダ オーディオ、ビデオなど電子機器 – 安全性要
求 CAN/CSA-C22.2 No. 60065 および
UL 60065

中国 中国製品安全強制認証

韓国 国家統合認証

定格入力電圧 100 ～ 240 V

電源周波数 50 ～ 60 Hz

消費電力 最大 250 W

充電電圧 12 V 

充電電流 最大 10 x 1.6 A

互換バッテリー Sennheiser ADN-W BA

充電時間 完全放電されバッテリーおよび室温の場合：
約 100% = 通常 4 時間

温度範囲 動作湿度 : +5°C～ +45°C

保管湿度 : -20°C～ +70°C

相対湿度、 
不凝縮性

動作湿度 : 20 ～ 95%

保管湿度 : 10 ～ 90%

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 483 x 138 x 310 mm、
19インチラック (7 HE) 内に適合

質量（バッテリーを除く） 約 6.8 kg
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輸送 / 充電ケース ADN-W CASE

ADN-W CASE UNITS

ADN-W CASE CENTRAL

ADN-W CASE BASE

ケース底面

ケースカバー装備

ADN-W L 10および ADN-W CASE UNITSの認定

次の基準に準拠しています

定格入力電圧 100 ～ 240 V

電源周波数 50 ～ 60 Hz

消費電力 最大 250 W

充電電圧 12 V 

充電電流 最大 10 x 1.6 A

温度範囲 動作湿度 : +5°C～ +45°C

保管湿度 : -20°C～ +70°C

相対湿度、不凝縮性 動作湿度 : 20 ～ 95%

保管湿度 : 10 ～ 90%

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 931 x 283 x 617 mm

質量（マイクユニットを除く）約 16.9 kg

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 931 x 283 x 617 mm

重量（ADN CU1などを除く） 約 10.9 kg

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 931 x 203 x 617 mm

重量（ADN CU1などを除く） 約 8.9 kg

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き ) 約 931 x 60 x 617 mm

重量（ADN CU1などを除く） 約 4 kg

欧州 EMC EN 301489-1/-17

安全性 EN 60065

米国 EMC  47 CFR Part 15 B

安全性 UL 60065

カナダ EMC

安全性
ICES 003

CAN/CSA-C22.2 No.60065
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取付け寸法
ADN CU1

ファンの開口部を塞がないよう、ご注意ください （38ページを参照）。
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m
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ADN PS

ADN-W AM

ファンの開口部を塞がないよう、ご注意ください （40ページを参照）。

mm

mm

m
m

m
m

m
m

mm

少なくともアンテナが覆われていないこと、アンテナとワイヤレスマ
イクユニットとの間に障害のない見通し線があることに注意してくだ
さい。
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ADN-W L 10

ファンの開口部を塞がないよう、ご注意ください （48ページを参照）。
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ワイヤレスモードの HF チャンネルおよび送信出力の国別一覧表

チャンネル 国 /地域の最大送信出力（mW）
周
波
数
帯
域

A
D

N
-W

 チ
ャ

ン
ネ
ル
番
号

中
心
周
波
数

 

M
H

z

周
波
数
帯
域

 

M
H
ｚ

D
F

S
 チ
ャ
ン
ネ
ル

*
*

欧
州

米
国

/
カ
ナ
ダ

:

[
工
場
出
荷
時
設
定

]

メ
キ
シ
コ

日
本

中
国

ロ
シ
ア

ISM 

2.4 GHz

1 2412 2409.5-2414.5 – 25 25 100 25 100 100

2 2432 2429.5-2434.5 – 25 25 100 25 100 100

3 2452 2449.5-2454.5 – 25 25 100 25 100 100

4 2472 2469.5-2474.5 – 25 25 該当なし 25 100 100

RLAN Low 

5 GHz*

5 5180 5170-5190 – 100 100 50 100 100 100

6 5200 5190-5210 – 100 100 50 100 100 100

7 5220 5210-5230 – 100 100 50 100 100 100

8 5240 5230-5250 – 100 100 50 100 100 100

RLAN Low 

5 GHz 

(DFS**)

9 5260 5250-5270 100 100 50 100 100 100

10 5280 5270-5290 100 100 50 100 100 100

11 5300 5290-5310 100 100 50 100 100 100

12 5320 5310-5330 100 100 50 100 100 100

RLAN High 

5 GHz 

(DFS**)

13 5500 5490-5510 100 100 100 100 100 該当な
し

14 5520 5510-5530 100 100 100 100 100 該当な
し

15 5540 5530-5550 100 100 100 100 100 該当な
し

16 5560 5550-5570 100 100 100 100 100 該当な
し

17 5580 5570-5590 100 100 100 100 100 該当な
し

18 5600 5590-5610 100 100 該当なし 100 100 該当な
し

19 5620 5610-5630 100 100 該当なし 100 100 該当な
し

20 5640 5630-5650 100 100 該当なし 100 100 該当な
し

21 5660 5650-5670 100 100 100 100 100 該当な
し

22 5680 5670-5690 100 100 100 100 100 該当な
し

23 5700 5690-5710 100 100 100 100 100 該当な
し

ISM 

5 GHz

24 5745 5735-5755 – 80 80 100 該当なし 100 該当な
し

25 5765 5755-5775 – 80 80 100 該当なし 100 該当な
し

26 5785 5775-5795 – 80 80 100 該当なし 100 該当な
し

27 5805 5795-5815 – 80 80 100 該当なし 100 該当な
し

28 5825 5815-5835 – 80 80 100 該当なし 100 該当な
し
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* 周波数帯が 5.15 ～ 5.25 GHz の範囲内でワイヤレスコンポーネントを作動させる場合、幾つかの国 /地域（カナダな
ど）では、作動が閉じられたスペースに制限されています。 

** DFS 周波数（Dynamic Frequency Selection）は、5.260～ 5.825 GHzの周波数帯で自由に使用可能な 5-GHz周波数です
が、これらは使用許可されたプライマリユーザーが使用できます。 

プライマリユーザー（例えばレーダー）がこれらの 周波数 を使用している場合、ADN 会議システムは少なくとも 30 

分間これらを使用することができません。手動周波数選択でも、自動周波数選択でも、ADN 会議システムは代替の周
波数に乗り換えます。法律で規定されてる時間（30分～ 24時間）が過ぎると、ADN会議システムは、もともと設
定されていた DFS周波数が使用可能になったかどうか、および必要に応じてこれらを再び利用するかどうかを再度
点検します。 

チャンネル 国 /地域の最大送信出力（mW）
周
波
数
帯
域

A
D

N
-W
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ャ

ン
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ル
番
号

中
心
周
波
数
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波
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ル
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ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

ISM 

2.4 GHz

1 2412 2409.5-2414.5 – 100 100 25 100 100

2 2432 2429.5-2434.5 – 100 100 25 100 100

3 2452 2449.5-2454.5 – 100 100 25 100 100

4 2472 2469.5-2474.5 – 100 100 25 100 100

RLAN Low 

5 GHz*

5 5180 5170-5190 – 100 100 100 100 100

6 5200 5190-5210 – 100 100 100 100 100

7 5220 5210-5230 – 100 100 100 100 100

8 5240 5230-5250 – 100 100 100 100 100

RLAN Low 

5 GHz 

(DFS**)

9 5260 5250-5270 100 100 100 100 100

10 5280 5270-5290 100 100 100 100 100

11 5300 5290-5310 100 100 100 100 100

12 5320 5310-5330 100 100 100 100 100

RLAN High 

5 GHz 

(DFS**)

13 5500 5490-5510 100 該当なし 100 該当なし 100

14 5520 5510-5530 100 該当なし 100 該当なし 100

15 5540 5530-5550 100 該当なし 100 該当なし 100

16 5560 5550-5570 100 該当なし 100 該当なし 100

17 5580 5570-5590 100 該当なし 100 該当なし 100

18 5600 5590-5610 100 該当なし 100 該当なし 100

19 5620 5610-5630 100 該当なし 100 該当なし 100

20 5640 5630-5650 100 該当なし 100 該当なし 100

21 5660 5650-5670 100 該当なし 100 該当なし 100

22 5680 5670-5690 100 該当なし 100 該当なし 100

23 5700 5690-5710 100 該当なし 100 該当なし 100

ISM 

5 GHz

24 5745 5735-5755 – 100 100 80 100 該当なし
25 5765 5755-5775 – 100 100 80 100 該当なし
26 5785 5775-5795 – 100 100 80 100 該当なし
27 5805 5795-5815 – 100 100 80 100 該当なし
28 5825 5815-5835 – 100 100 80 100 該当なし
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工場出荷時設定

記号 工場出荷時設定
会議モード –「動作モード」 「ダイレクト」
同時発言権のある発言者の最大数 –「最大動作マイク数」 「4」
発言権申請の最大数 –「最大リクエスト数」 「10」
発言時間制限 –「発言時間制限」 「オフ」
発言時間制限の長さ –「発言時間」 「60分」
予告時間長さ –「予告時間」 「10 秒」
各発言時間が超過した場合の反応 –「発言時間終了時の反応」 「中断」 直ちに終了
発言権申請の際のライトリング –「申請時の点滅」 「オン」
ワイヤレスモードの地域設定 –「国の選択」 「米国 /カナダ」
無線信号強度 –「出力」 「100 %」
周波数選択モード –「周波数の選択」 「自動」
ワイヤレスマイクユニットの登録モード –「アクセスモード」 「オープン」 
音声出力 –「XLR 出力の状態」 「オン」
音声出力 音量 –「XLR 出力の音量」 「+ 6 dB」
音声出力 音質 –「XLR 出力イコライザー」 各 0 dB

音声出力 –「XLR 入力の状態」 「オン」
音声入力 入力感度 –「XLR 入力感度」 「+ 7.5 dBu」
音声入力 音質 –「XLR 入力イコライザー」 各 0 dB

会議チャンネル 音量 –「スピーカーの音量」 「16」
会議チャンネル 音質 –「スピーカー イコライザー」 各 0 dB

会議チャンネルの音量の処理 –「フロアミックス」 「0.0 dB /マイク」、
低減なし

オーディオ入力 IN のオーディオ出力 OUTからのフィルタリング –「XLR ミックスマイナ
ス」

「オフ」

マイクユニットのマイク発言のためのﾏイクユニットラウドスピーカーをオン /オフす
る – 「マイクラウドスピーカー ミュート」

「オフ」

マイクユニットラウドスピーカーの音量調節を変して、最大音量を上げます。その際、
フィードバックの危険は低減されます。「フィードバック低減」 –「スピーカー」

「オフ」

オーディオ出力 OUTの音量調節を変更して、最大音量を上げます。その際、フィード
バックの危険は低減されます。「フィードバック低減」 –「XLR アウト」

「オフ」

操作メニューの言語 –「言語」 「英語」
IPアドレス割り当て –「IP アドレスモード」 「動的 IP」
ディスプレイのコントラスト –「コントラスト」 「9」
ボタンロック –「ボタンロック」 「オフ」
優先ボタンの機能 「オン」、発言権申請は取

り消されます。
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キーボードレイアウト
セントラルユニットは、次の言語のキーボード配列に対応します：

Microsoft Software License Terms

Microsoft Software License Terms for Windows XP Embedded and Windows 

Embedded Standard Runtime

These license terms are an agreement between you and Sennheiser electronic GmbH & Co. KG (Sennheiser).

Please read them. They apply to the software included on this device. The software also includes any

separate media on which you received the software. 

The software on this device includes software licensed from Microsoft Corporation or its affiliate. 

The terms also apply to any Microsoft

• Updates,

• Supplements,

• Internet-based services, and

• Support services

for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply. If you obtain updates

or supplements directly from Microsoft, then Microsoft, and not Sennheiser, licenses those to you. 

As described below, using some features also operates as your consent to the transmission of certain

standard computer information for Internet-based services. 

By using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use or copy the software.

Instead, contact Sennheiser to determine its return policy for a refund or credit. 

If you comply with these license terms, you have the rights below. 

1. Use Rights. 

You may use the software on the device with which you acquired the software. 

2. Additional Licensing Requirements and/or Use Rights.

a. Specific Use. Sennheiser designed this device for a specific use. You may only use the software for

that use. 

b. Other Software. You may use other programs with the software as long as the other programs

• Directly support the manufacturer’s specific use for the device, or

• Provide system utilities, resource management, or anti-virus or similar protection. 

Software that provides consumer or business tasks or processes may not be run on the device. This

includes email, word processing, spreadsheet, database, scheduling and personal finance software.

The device may use terminal services protocols to access such software running on a server. 

c. Device Connections.

• You may use terminal services protocols to connect the device to another device running business

task or processes software such as email, word processing, scheduling or spreadsheets. 

• You may allow up to ten other devices to access the software to use

• File Services,

• Print Services,

• Internet Information Services, and

• アラビア語
• イタリア語
• ウクライナ語
• 英語（アメリカ）
• 英語（イギリス）
• エストニア語
• オランダ語
• カナダ語（英語）
• カナダ語（フランス語）
• カナダ語
• 韓国語
• ギリシャ語
• クロアチア語
• スイス語（ドイツ語）
• スイス語（フランス語）
• スウェーデン語
• スペイン語
• スロバキア語
• スロベニア語
• 中国語

• チェコ語
• デンマーク語
• ドイツ語トルコ語
• 日本語
• ノルウェー語
• ハンガリー語
• ヒンディー語
• フィンランド語
• フランス語
• ブラジル・ポルトガル語
• ブルガリア語
• ヘブライ語
• ベルギー語
• ペルシア語
• ポーランド語
• ポルトガル語
• マレー語
• リトアニア語
• ルーマニア語
• ロシア語

http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx
http://www.howtotell.com
http://www.microsoft.com/exporting
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• Internet Connection Sharing and Telephony Services. 

The ten connection limit applies to devices that access the software indirectly through

“multiplexing” or other software or hardware that pools connections. You may use unlimited

inbound connections at any time via TCP/IP. 

3. Scope of License. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use

the software. Sennheiser and Microsoft reserve all other rights. Unless applicable law gives you more

rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement.

In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that allow you to use it only

in certain ways. For more information, see the software documentation or contact Sennheiser. Except

and only to the extent permitted by applicable law despite these limitations, you may not:

• Work around any technical limitations in the software;

• Reverse engineer, decompile or disassemble the software;

• Make more copies of the software than specified in this agreement;

• Publish the software for others to copy;

• Rent, lease or lend the software; or

• Use the software for commercial software hosting services. 

Except as expressly provided in this agreement, rights to access the software on this device do not

give you any right to implement Microsoft patents or other Microsoft intellectual property in

software or devices that access this device. 

You may use remote access technologies in the software such as Remote Desktop to access the

software remotely from another device. You are responsible for obtaining any licenses required for

use of these protocols to access other software. 

• Remote Boot Feature. If the Sennheiser enabled the device Remote Boot feature of the software, you

may

(i) use the Remote Boot Installation Service (RBIS) tool only to install one copy of the software on

your server and to deploy the software on licensed devices as part of the Remote Boot process;

and

(ii) use the Remote Boot Installation Service only for deployment of the software to devices as part

of the Remote Boot process; and

(iii) download the software to licensed devices and use it on them. 

For more information, please refer to the device documentation or contact Sennheiser.

• Internet-Based Services. Microsoft provides Internet-based services with the software. Microsoft

may change or cancel them at any time. 

a. Consent for Internet-Based Services. The software features described below connect to Microsoft or

service provider computer systems over the Internet. In some cases, you will not receive a separate

notice when they connect. You may switch off these features or not use them. For more information

about these features, visit 

http://www. microsoft. com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy. mspx. 

By using these features, you consent to the transmission of this information. Microsoft does not use

the information to identify or contact you. 

b. Computer Information. The following features use Internet protocols, which send to the appropriate

systems computer information, such as your Internet protocol address, the type of operating

system, browser and name and version of the software you are using, and the language code of the

device where you installed the software. Microsoft uses this information to make the Internet-based

services available to you. 

• Web Content Features. Features in the software can retrieve related content from Microsoft and

provide it to you. To provide the content, these features send to Microsoft the type of operating

system, name and version of the software you are using, type of browser and language code of the

device where the software was installed. Examples of these features are clip art, templates, online

training, online assistance and Appshelp. These features only operate when you activate them. You

may choose to switch them off or not use them. 

• Digital Certificates. The software uses digital certificates. These digital certificates confirm the

identity of Internet users sending X. 509 standard encrypted information. The software retrieves

certificates and updates certificate revocation lists. These security features operate only when you

use the Internet. 

• Auto Root Update. The Auto Root Update feature updates the list of trusted certificate authorities.

You can switch off the Auto Root Update feature. 

• Windows Media Player. When you use Windows Media Player, it checks with Microsoft for

- Compatible online music services in your region;

- New versions of the player; and

- Codecs if your device does not have the correct ones for playing content. You can switch off this

feature. For more information, go to:

http://microsoft. com/windows/windowsmedia/mp10/privacy. aspx. 

• Windows Media Digital Rights Management. Content owners use Windows Media digital rights

management technology (WMDRM) to protect their intellectual property, including copyrights. This

software and third party software use WMDRM to play and copy WMDRM-protected content. If the

software fails to protect the content, content owners may ask Microsoft to revoke the software’s

ability to use WMDRM to play or copy protected content. Revocation does not affect other content.

When you download licenses for protected content, you agree that Microsoft may include a

revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WMDRM to access their

content. Microsoft software that includes WMDRM will ask for your consent prior to the upgrade. If

you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade. You may

switch off WMDRM features that access the Internet. When these features are off, you can still play

content for which you have a valid license. 

c. Misuse of Internet-based Services. You may not use these services in any way that could harm

them or impair anyone else’s use of them. You may not use the services to try to gain unauthorized

access to any service, data, account or network by any means. 
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4. Windows Update Agent (also known as Software Update Services). The software on the device includes

Windows Update Agent (“WUA”) functionality that may enable your device to connect to and access

updates (“Windows Updates”) from a server installed with the required server component. Without

limiting any other disclaimer in this Micrososoft Software License Terms or any EULA accompanying

a Windows Update, you acknowledge and agree that no warranty is provided by MS, Microsoft Corporation

or their affiliates with respect to any Windows Update that you install or attempt to install on your device. 

5. Product Support. Contact Sennheiser for support options. Refer to the support number provided with

the device. 

6. Backup Copy. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the

software on the device. 

7. Proof Of License. If you acquired the software on the device, or on a disc or other media, a genuine

Certificate of Authenticity label with a genuine copy of the software identifies licensed software. To be

valid, this label must be affixed to the device, or included on or in Sennheiser’s software packaging. If you

receive the label separately, it is not valid. You should keep the label on the device or packaging to prove

that you are licensed to use the software. To identify genuine Microsoft software, see http://

www.howtotell.com. 

8. Transfer to a Third Party. You may transfer the software only with the device, the Certificate of

Authenticity label, and these license terms directly to a third party. Before the transfer, that party must

agree that these license terms apply to the transfer and use of the software. You may not retain any copies

of the software including the backup copy. 

9. Not Fault Tolerant. The software is not fault tolerant. Sennheiser installed the software on the device

and is responsible for how it operates on the device. 

10. Restricted Use. The Microsoft software was designed for systems that do not require fail-safe

performance. You may not use the Microsoft software in any device or system in which a malfunction of

the software would result in foreseeable risk of injury or death to any person. This includes operation of

nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems and air traffic control. 

11. No Warranties for the Software. The software is provided “as is”. You bear all risks of using it. Microsoft

gives no express warranties, guarantees or conditions. Any warranties you receive regarding the device or

the software do not originate from, and are not binding on, Microsoft or its affiliates. When allowed by your

local laws, Sennheiser and Microsoft exclude implied warranties of merchantability, fitness for a particular

purpose and non-infringement. 

12. Liability Limitations. You can recover from Microsoft and its affiliates only direct damages up to two

hundred fifty U. S. Dollars (U. S. $250. 00). You cannot recover any other damages, including consequential,

lost profits, special, indirect or incidental damages. 

This limitation applies to:

• Anything related to the software, services, content (including code) on third party internet sites, or

third party programs; and

• Claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability, negligence,

or other tort to the extent permitted by applicable law. 

It also applies even if Microsoft should have been aware of the possibility of the damages. The above

limitation may not apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of

incidental, consequential or other damages. 

13. Export Restrictions. The software is subject to United States export laws and regulations. You must 
comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These 
laws include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see 
www.microsoft.com/exPORT Ing.

製造者宣言
保証
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG は本製品を 2 年間保証いたします。
実際の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com をご覧に
なるか、または、最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合わせください。

商標
Sennheiser は Sennheiser electronic GmbH & Co. KG の登録商標です。
本取扱説明書に記載されている他の製品名および会社名は、各所有者の商品名
または商標名であることがあります。

http://www.sennheiser.com
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見出し語検索 ADN会議システム
この見出し語検索には、ADN会議システムの用語がアルファベット順に記載されています。「Conference Manager」ソ
フトウェアに該当する用語は、独自の見出し語索引に記載されています（261 ページを参照）。

A

ADN C1、参照議長用マイクユニット、有線マイクユ
ニットおよびマイクユニット
ADN Cable Calculator 36
システム要件 36
を使用する 38
をアンインストールする 38
をインストールする 36

ADN CU1、参照 セントラルユニット
ADN CU1ディスプレイ、 参照 ディスプレイ
ADN D1、参照 出席者用マイクユニットおよびマイクユ
ニット
ADN PS、参照 電源 ADN PS

ADN-W AM、参照 アンテナモジュール
ADN-W BA、参照バッテリー
ADN-W C1、 参照 議長用マイクユニット、ワイヤレスマ
イクユニットおよびマイクユニット
ADN-W CASE、 参照 輸送
ADN-W D1、参照 出席者用マイクユニット、ワイヤレス
マイクユニットおよびマイクユニット
ADN-W L 10、参照 充電ユニット ADN-W L 10

ADN-W MIC 15、参照 グースネックマイク
ADN-W MIC 36、参照 グースネックマイク

C

Conference Manager

参照 見出し語検索ソフトウェア「Conference

Manager」
使用する 124
使用方法 35
セントラルユニットに必要なデバイス 75
セントラルユニットを使用する 75
セントラルユニットをパソコンと接続する 75
の準備をする 75
別の Windows パソコンを使用する 75

D

DFS周波数 163

S

SDC CBL RJ45、参照 システムケーブル

U

USB大容量記憶装置 74
会議の録音 121

W

Windows ネットワーク設定 130

X

XLRミックスマイナス 99

ア
アクセサリ 234
アンテナ モジュール

HFチャンネルの一覧 247
アンテナを接続する 42
アンテナを調整する 73
エラー 231
オフにする 77
オンにする 76
壁に固定する 71
スタンドに取り付ける 72
説明 18
調整する 69
電源に接続する 43
天井に固定する 72
平坦な面に設置する 73
を設置する 69
をセントラルユニットに接続する 67

イ
イコライザー
音声 IN と音声 OUT 96, 200
会議チャンネル 97

エ
エコーを防止する 99
エラー
エラー表示のリセット 110
温度 107
カウンタをリセットする 109
検出して取り除く 101, 228
システム分析 106
システムバスエラー 108
短絡 106
電流供給と電圧供給 106
無線信号 71, 81
エラー表示 108

オ
オーディオ機器
セントラルユニットに接続する 74
オーバー 89
押して話す 89
音声信号の遅れを防止する 199
音声 IN と音声 OUT 74
音声エコー、参照 エコーを防止する 199
音声設定
リセットする 200
を行う 96, 200
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音声 入力 IN と音声 OUT 199
音声入力 IN と音声 出力 OUT 96
音声入力 IN と音声出力 OUT

音声を設定する 200
音声入力 IN の音声出力 OUT からの
フィルタリング 99, 199
温度状態
を表示する 107
音量 98
上げる 199
会議チャンネル 97
処理を調整する 97, 198
を調節する 119

カ
会議システム 76
オン /オフにする 76
警告アイコン 101
構成する 56
セルフテスト開始 109
点検しエラーを検出する 101
ファームウェアを更新する 227
を始動する 39
を清掃する /手入れする 222
を設定する 89
をセントラルユニット経由で設定する 83
会議システム構成と制御を計画する 29
会議システムの制御 35
会議設定
を行う 89
会議チャンネル
音声を設定する 97
音量を調節する 97, 119
録音する 121
会議チャンネル /スピーカー 97
会議モード
オーバー 89
押して話す 89
ダイレクト 89
リクエスト 89
を設定する 89, 193
会議をソフトウェア「Conference Manager」
で監視する 201
会議をソフトウェア「Conference Manager」
で制御する 201
外部オーディオミックス 199
画面
解像度を下げる 154
画像表示なし 154
画面の表示設定
をリセットする 142

キ
技術データ 237
議長用マイクユニット 93
「次へ」ボタン 117
音量を調節する 119
会議を終了する 118

概要（有線）13
概要（ワイヤレス）15
出席者に発言権を割り当てる 117
初期化する 187
すべての出席者用マイクユニットを消音にする 118
操作する 117
の作動準備をする（有線）44
の作動準備をする（ワイヤレス）46
マイクをオフにする 116
マイクをオンにする 115
優先ボタンを設定する 93
をセントラルユニットと接続する 57, 59, 61
キャンセル機能 参照 優先機能

ク
グースネックマイク
概要 17
モニター 46

ケ
ケーブル長さ、参照 ADN Cable Calculator

ケーブル列、参照 配線
ケーブルエラー 101
ケーブルホルダ
を取り付けます 57, 59, 61
警告アイコン 101
警告メッセージ 101
言語
を調節する 112

コ
工場出荷時設定 113, 247
更新 227
構成
会議システム 29
会議システムの制御 35
小規模な会議 30
シングル配線による有線の大規模な会議 31
ハイブリッドモード 34, 67
マイクユニットの数 29
リダンダントなリング配線による大規模な会議 32
ワイヤレス会議システム 33
ワイヤレスマイクユニットによる構成の
基本規定事項 33
構成変更 101
コンポーネント
説明 10
同梱されているもの 8

サ
再初期化 187
最大動作マイク数 90
最大動作マイクユニット数 194
最大リクエスト数 90, 194
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シ
時刻および日付を設定する 151
システムケーブル
をセントラルユニットと接続する 57, 59, 61
システムの状態表示 106
システム分析 106
システムケーブル 24, 236
長さを計算する 38
システムバスエラー
を表示する 108
充電ケース ADN-W CASE UNITS

エラー 232
状態表示 54
説明 28
全体 /個別ボックスのモニター 54
バッテリーを充電する 53
をオフにする 54
をオンにする 53
を設置する 49
を電源から切り離す 50
を電源に接続する 50
充電ユニット ADN-W L 10

を 19" ラックに取り付ける 49
充電ユニット ADN-W L 10

エラー 232
状態表示 54
説明 25
全体 /個別ボックスのモニター 54
電源に接続する 49
バッテリーを充電する 52
を 19" ラックに取り付ける
をオフにする 54
をオンにする 53
を設置する 49
を電源から切り離す 49
出席者用マイクユニット
音量を調節する 119
概要（有線）12
概要（ワイヤレス）14
作動準備をする（有線）44
作動準備をする（ワイヤレス）46
初期化する 187
操作する 115
マイクをオフにする 116
マイクをオンにする 115
を初期化する 93
をセントラルユニットと接続する 57, 59, 61
出席者用無線マイクユニット、
参照出席者用ワイヤレスマイクユニット
初期化する 93
申請時の点滅 92
診断プログラム 106

セ
清掃 222
製造者宣言 253
接続されたマイクユニットの数 105
接続する

Windows パソコンをセントラルユニットと 75

マイクユニットをセントラルユニットと
接続する 57, 59, 61
ワイヤレスマイクユニットとアンテ
ナモジュール 76
設定する
ソフトウェア「Conference Manager」によって 124
設定、 参照 設定
説明
セントラルユニットの操作メニュー 83
セルフテスト開始 109
セントラルユニット
「Conference Manager」と接続する 154

PCと接続する 75
アンテナを接続す 67
アンテナを接続する 67
オン /オフにする 76
音声入力 IN と音声 OUT 74
外部オーディオ機器を接続する 74
言語 112
時刻および日付を設定する 151
説明 20
操作する 82
操作メニュー 83
その他の設定を行ないます 112
電源供給 ADN PSを接続する 58
ネットワーク設定 112
ボタンの機能 82
モニター、マウスおよびキーボードを設定する 151
を 19" ラックに取り付ける 39
を設置する 39
を電源から切り離す 76
を電源に接続する 40
セントラルユニットのネットワーク設定 112, 153
セントラルユニット
ディスプレイ 21

ソ
操作メニュー
使用方法 35
説明 83
操作エレメント 87
その他の設定 112
ソフトウェア「Conference Manager」とセントラルユ
ニットとを接続する 154
ソフトウェアを使用する
セントラルユニットで 75
の準備をする 75
別の Windows パソコンで 75
ソフトウェア、参照 Conference Manager

タ
ダイレクト 89
短絡メッセージ 101

チ
チャンネルの数で分割 97, 198
直列配線 57, 59
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テ
ディスプレイ
説明 21
電圧降下 29

ADN Cable Calculator 29
を計算する 29
電源 ADN PS

アンテナを接続する 67
オン /オフにする 76
ステータス LED 23
説明 23
有線マイクユニットを接続する 59, 61
をセントラルユニットに接続する 58
を電源から切り離す 76

ト
同梱されているもの 8

ニ
認定 238, 240, 243

ネ
ネットワーク設定

Windows を設定する 130
ネットワーク設定 Windows 7

静的 IP を設定する 137
動的 IP を設定する 136
ネットワーク設定 Windows 8

静的 IP を設定する 140
動的 IP を設定する 140
ネットワーク設定 Windows Vista

静的 IP を設定する 134
動的 IP を設定する 134
ネットワーク設定 Windows XP

静的 IP を設定する 132
動的 IP を設定する 131

ハ
バージョン 227
ハードウェアとソフトウェアのバージョンを表示す
る 110
ハイブリッドモード 34, 67
バス統計 108
パソコン
セントラルユニットと接続する 75
発言権
を申請する 115
を付与する 117
発言権申請
を取り消す 116
発言時間終了時の反応 92
発言時間終了時のマイクオフ 196
発言時間制限 91, 195
オン /オフにする 91, 195
調節する 195
を調節する 91
発言時間超過の際の反応
を調節する 92, 196

発言者の最大数
を調節する 90, 194
発言要求の最大数
調節する 90
を調節する 194
発言要求の消去 93
バッテリー
エラー 232
概要 16
充電ケース ADN-W CASE UNITSで充電する 53
充電する 51
充電中に抑制する 55
充電ユニット ADN-W L 10で充電する 52
充電レベルを点検する 51
ステータス LED 16
性能、耐久性およびメンテナンスのヒント 51
電源ユニット NT12-50Cで充電する 52
ワイヤレスマイクユニットに取り付ける、または取り
外す 47
ワイヤレスマイクユニットの作動時間 51
バッテリー、参照バッテリー

ヒ
日付および時刻を設定する 151

フ
ファームウェア 227
フィードバック 98
フィードバックの抑制 98, 199
不良表示のリセット 108, 109
フロアミックス 97, 198

ヘ
ヘッドホン
音量を調節する 116
接続する 116

ホ
ポート I と II

割り当て 105
保証 252
ボタンロック
を解除する 82
を調節する 113

マ
マイクの発言をラウドスピーカーから再
生しない 99, 199
マイクユニット 92
音量を調節する 119
概要（有線）13
概要（ワイヤレス）14, 15
構成する（有線）56
初期化する再初期化 93
数 105
設置する（ワイヤレス）73
発言権 115
ヘッドホンを使用する 116
マイクをオフにする 116
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を使用する 115
を初期化する 187
をセントラルユニットと接続する 57, 59, 61
を動作中に追加する 120
マイクユニット信号の処理
を調節する 97, 198
マイクユニットの最大数 29
マイク ラウドスピーカー ミュート 99, 199
マイクユニット
ケーブルホルダ 57, 59, 61
マイクロフォン
をオフにする 116
をオンにする 115

ミ
見出し語索引「Conference Manager」ソフトウェア 258

ム
無線周波数 247
無線障害、参照 ワイヤレスモード

メ
メディア制御 35, 79
接続する 79
をセントラルユニットと接続する 79
をプログラムする 79
メニュー、参照 操作メニュー

モ
モード、参照 会議モード

ユ
優先機能 118
優先ボタン
機能を設定する 93
輸送 223
輸送ケースのモジュールを積み上げる 224
輸送ケースのモジュールを詰める 225
ユニット 105
ユニットでの * マーク 105

ヨ
予告時間
調節する 195
を調節する 91

ラ
ライトリング
の点滅をオン /オフにする 92

ライトリングをオン /オフにする 92
ラック取り付け 39
ラックイヤーを取り付ける 40

リ
リクエスト 89
リダンダントな配線 32
リチウムイオンバッテリー、参照バッテリー
リング配線 32

ロ
録音 121

ワ
ワイヤレスモード

DFS周波数 163
オフにする 77
オンにする 76
出力 163
設定する 80
伝送障害を軽減する 81
取付けのヒント 70
無線信号クオリティを点検する 81
無線到達範囲 70
ワイヤレス設定、参照 ワイヤレスモード
ワイヤレスマイクユニット

ADN-WC1の概要 15
ADN-WD1 の概要 14
ADN-WD1の概要 14
エラー 231
オフにする 78
オンにする 77
手動によるスイッチオフを無効にする 169
すべてオフにする 154
設置する 73
マイクの故障 231
をオフにする
会議システム 76
を設定する
セントラルユニット経由で 83
を追加する
マイクユニット 120
をオンにする
会議システム 76
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4見出し語索引「Conference Manager」ソフトウェア
この見出し語索引には、「Conference Manager」ソフトウェアを使用するための用語がアルファベット順に記載されて
います。ADN会議システムに該当する用語は、独自の見出し語索引に記載されています（ページ 256を参照）。

C

CUからアクティブな会議を開く 156

P

PC

システムの前提条件 126

W

Windows ネットワーク設定 130

ア
アイコンをマイクユニットに割り当てる 187
アクセスモード 164
新しいデータ /設定を作成する 155
アンインストール 129

イ
イコライザー
会議チャンネル 197, 198
インポート
画像 177
出席者一覧 186
インストールする 129

エ
エクスポート
出席者一覧 186
プロトコル 221
エラー 233

オ
オーディオ出力 OUT からオーディオ出力 IN のフィルタ
リング 199
オーディオ設定 197
オーディオ INとオーディオ OUT

イコライザー 200
オーバー 193
送操作フィールド収納 /展開する 150
押して話す 193
オブジェクトをロックする 182
音声信号の遅れを防止する 199
音声エコー , 参照 音声信号の遅れを防止する 199
音声設定 200
音量
上げる 199
処理を調整する 198

カ
会議
オーバー 193
押して話す 193
計画およびシミュレートする 124
準備する 170, 193
制御する 124, 201, 202, 209
設定を準備する 170
ダイレクト 193
調整する 170, 193
動作モードを設定する 193
開く 156
モニターする 201, 203
リクエスト 193
録音する 215
ワイヤレスモード 160
会議室を設計する 170, 172
会議チャンネル
オーディオを設定する 197, 198
スピーカーを設定する 197, 198
会議のモニター 201
会議文書の自動読み込み 157
外部オーディオミックス 199
概要
ソフトウェア表面 143
動作モードボタン 146
表示ボタン 145
メニューバー 144
概要ツールバー 146
画面
解像度 151
解像度を下げる 154
画像表示なし 154

キ
キーボード配列 152
議長用マイクユニット
マイクをオフにする 209
基本的機能を知って調整する 143
キャンバス
拡大する 180
ロックする 182

ク
グラフィック画像を作成する 171, 172

ケ
警告マーク 204
警告メッセージ 204
言語を設定する 152
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コ
個々の発言時間の表示を設定する 196

サ
最大動作マイクユニット数 194
最大リクエスト数 194
作動中に設定を行う 212

シ
システム要件 126
自動読み込み 157
写真を使用する 170, 176
出席者
一覧を作る 183
マイクユニットを割り当てる 190
マイクユニットアイコンを追加する 190
出席者一覧 172
出席者表示 145, 202
出席者用マイクユニット
マイクをオンにする 209
状態メッセージ 204
初期化 187
進行中の会議に加わる 202

ス
スピーカー 197, 198
会議チャンネル 197, 198

セ
制御する
会議 209
接続
終了する 155
ソフトウェアと会議システムとの間で確立する 125
設定
削除する 159
自動で読み込む 157
閉じる 159
保存する 157
読み込む 156
設定する
画面解像度 151
キーボード配列 152
言語 152
作成する 155
ソフトウェアにより 170, 193
日付と時刻 152
設定の自動読込での接続問題を取り除く 157
設定の読み込み 156
設定を開く 156
全画面表示 151
全マイクオフ 196
「全マイクオフ」ボタンの機能を設定する 196
セントラルユニット

Conference Managerと接続する 154
ソフトウェア「Conference Manager」 125
ボタンロック 197

モニター , コンピュータマウス , キーボー
ドを設定する 151
セントラルユニットのボタンロック 197

ソ
ソフトウェア「Conference Manager」の使用 124
ソフトウェアの起動

Windowsソフトウェア 142
ソフトウェアの使用
セントラルユニットで 124, 125
別のWindows-PCで 124, 126
ソフトウェア表面 143
ソフトウェアを起動する
セントラルユニット上 142
ソフトウェアを終了する

Windowsソフトウェア 142
セントラルユニットで 142

タ
ダイレクト 193

チ
チャンネルの数で分割 198
ツールバー 146

テ
データを読み込む 156
テキストを配置する 176
電波状態 207

ト
動作モード
「設定」 148, 170, 187, 193
「ライブ」 149, 201
ボタン 146
登録モード 164
閉じられた登録モード 164

ネ
ネットワーク設定

Windows 7 135
Windows 8 138
Windows Vista 133
Windows XP 130
セントラルユニットで行う 153

ハ
バーダイヤグラム
概要 206
ハードウェアプラットフォーム 124
パスワードを使用する 152
発言権
与える 209
発言時間が超過した場合の反応
設定する 196
発言時間終了時のマイクオフ 196
発言時間制限 195
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発言時間の制限
オン /オフにする 195
発言者の最大数
設定する 194
発言要求の最大数
設定する 194
バッテリー状態 207
番号を変更する 190

ヒ
時刻を設定する 152
日付と時刻を設定する 152
表示
調整する 150
ボタン 145
欄を非表示にする 150
表示を変更する 181
開かれた登録モード 164

フ
フィードバック抑制 199
フォント 176
フロアミックス 198
プロトコルおよび診断機能 , イベントログ 217

ホ
補助線 181
保存 157

マ
マイクユニット
一括して初期化する 189
自動的に初期化する 187
手動で初期化する 188
初期化する 187
選択 手動で初期化する 189
追加する 211
名前を入れる 190
番号 190
マイクをオフにする 209
マイクユニット信号の処理
設定する 198
マイクユニット
アイコン 187, 205
マイクユニットアイコン 187
概要 205
疑問符 205
警告マーク 205
マウス速度 152

メ
メニューバー 144

モ
モード
「設定」 124
「ライブ」 124
モニター , コンピュータマウス , キーボードを設定
する 151

ユ
有効な会議 156

ヨ
予告時間
調節する 195

ラ
ライブ 201
ライブを終了する 214
欄
調整する 150
表示 /非表示にする 150

リ
リクエスト 193

ル
ルーム表示 145, 202
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