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安全に関する注意事項

登録商標

• ARRIは Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KGの登録
商標です。

• Panasonicは Panasonic Corporationの登録商標です。
• Sonyは Sony Corporationの登録商標です。
• UniSlotは Ikegami Tsushinki Co., Ltdの登録商標です。
• SuperSlot™ は Sound Devices, LLCの登録商標です。

049RKaergel
Durchstreichen
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ポータブルカメラ受信機 EK 6042

ポータブルカメラ受信機 EK 6042

EK 6042 は 2 チャネルトゥルーダイバーシティー方式の小型受信機
です。UniSlot/SuperSlot™ 方式（例 : Panasonic、Ikegami、ARRI、Sound

Devices）や Sony-Interface対応の業務用ビデオカメラおよび携帯用ミ
キシングコンソールにスロットインします。Sennheiser製の高性能な
ボディーバックトランスミッター、プラグオン送信機、およびハンド
ヘルド送信機を併用することで、極めて高い動作安定性と高音質を誇
る音声伝送路を確立することができます。
EK 6042には以下のような特徴があります。
• 2つの送信機からの信号を並列受信
• ほぼ全ての Sennheiser 送信機およびマイクロフォンと互換性あり
　例 :

• LRモードのデジタル 9000シリーズのデジタル送信機
• FMモードで HDX方式および HiDyn plus方式のコンパンダーシス
テム付のシリーズ 5000、3000、および 2000 シリーズのアナロ
グ送信機

• アナログおよびデジタル音声出力を選択可能
• 以下のような簡単操作

• 高速かつシンプルな One Touch Easy Setup

• ディスプレイでメニューを呼び出しての操作が可能
• ウェブブラウザで設定が可能

• UniSlot/SuperSlot™ 方式（例 : Panasonic、Ikegami、ARRI、Sound Devices）
や Sony-Interface対応の業務用ビデオカメラ用アダプター

• 電源をビデオカメラ、モバイル電源、および Sennheiser 製バッテ
リーパックアダプター GA 6042 BAから選択可能

• トゥルーダイバーシティー方式による高い動作安定性
• それぞれの用途に応じた豊富なアクセサリ 

( “アクセサリ ”ページ 21を参照 )

同梱されているもの
カメラ受信機 EK 6042　 1機
アンテナ　 2本
USBケーブル　 1本
トランスポートケース　 1個
取扱説明書 　 1部
電源、ケーブル、アダプターなどのアクセサリについては ページ 21

を参照してください。
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製品概要

製品概要

製品上面

1 ボタン 短時間押す : メニュー項目を上へスクロールする、
またはスタンダードディスプレイに切り替える 

長押しする :  “同期を行う (Sync)”ページ 16を参
照してください

2 SMAジャック 着脱式アンテナ用（ダイバーシティブランチ Aお
よび B）

3 ディスプレイ 詳細は ページ 8を参照してください
4 Mini-XLR-5

ジャック (Top) 
AUX 1/2

副音声出力 AUX 1および AUX 2用オーディオ
ジャック（カバーの下）
アナログ音声信号のみ出力可
オーディオジャック AUX 1/2と同じ音声信号を
出力

5 ボタン 短時間押す : メニュー項目を終了する

長押しする :  “電源のオン /オフ ”ページ 13を参
照してください

6 ボタン 短時間押す : メニュー項目を下へスクロールする、
またはスタンダードディスプレイに切り替える
長押しする :  “自動設定を実行する (Auto)”ペー
ジ 17を参照してください

7 LED CH1 と CH2 受信チャネル 1と 2のステータス LED

詳細は ページ 7を参照してください

8 ボタン 短時間押す : 選択中の項目を確認する
長押しする :  “シーンを切り替える ”ページ 18を
参照してください

Sync

Auto Scene

31 2 4 2 5

876 7
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製品概要

各ボタンの機能

製品正面

ボタン 機能

短時間押す
• 操作メニュー内で一階層上に移動
• 入力を適用せずに、メニュー項目を修了する

長押しする
• EK 6042をオンにする ( ページ 13参照 )

• EK 6042をオフにする

短時間押す

• 現在のスタンダードディスプレイ、CH1ディス
プレイ、または CH2ディスプレイから操作メ
ニューに切り替える

• 選択したメニュー項目を呼び出す
 (Scene)

長押しする
• 保存したシーンを呼び出す ( ページ 19参照 )

短時間押す

• スタンダードディスプレイ、CH1ディスプレイ、
CH2ディスプレイ間の切り替えをする

• 前のメニュー項目に切り替える
• 設定値を上げる

 (Sync)

長押しする
• 送信機を EK 6042と同期させる

( ページ 16参照 )

短時間押す

• スタンダードディスプレイ、CH1ディスプレイ、
CH2ディスプレイ間の切り替えをする

• 次のメニュー項目に切り替える
• 設定値を下げる

 (Auto)

長押しする
• 自動設定を開始する ( ページ 17参照 )

1 赤外線インター
フェース

送信機との同期に使用、Sync （ ページ 16）
および Auto （ ページ 17)を参照

2 USBインター
フェース

ウェブブラウザでの設定時にコンピューター
との接続に使用 ( ページ 19参照 )

CH1 CH2

USB

IR

21



EK 6042 | 7

製品概要

製品下面

LEDインジケーター

1 マルチピンインター
フェース

アクセサリ接続用

1 LED CH1 受信チャネル CH1用ステータス LED

2 LED CH2 受信チャネル CH2用ステータス LED

LED 意味
消灯 バッテリー残量節約などの理由で受信チャネルがオフ

になっている状態です。ディスプレイには “Inactive” 

と表示されます。受信チャネルをオン /オフする方法
については “Channel Power”ページ 15を参照してくだ
さい。

緑 受信チャネルがオンになっており、送信機の信号を受
信しています。送信機受信機ともにバッテリー残量が
十分な状態です。

イエロー ディスプレイにステータスについてのメッセージが表
示されます。

赤 受信チャネルが送信機の信号を受信していません。

1

Sync

Auto Scene

1 2
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製品概要

ディスプレイ
ディスプレイには様々なステータス情報や操作メニューが表示され
ます。以下のディスプレイの呼び出しについては ページ 14を参照し
てください。操作メニューについては ページ 14を参照してください。

スタンダードディスプレイ

電源をオンにするとスタンダードディスプレイが表示されます。

1 受信周波数
2 電源の種類とステータス :

バッテリーパックアダプター GA 6042 BAを使用している
場合、挿入中のバッテリーパック BA 61の容量と残量が表示
されます。
外部電源を接続している場合、プラグのマークが表示され
ます。
EK 6042をビデオカメラにスロットインして使用している
場合、ビデオカメラのマークが表示されます。

EK 6042が SuperSlot™方式と互換性がある機器に
スロットインしている場合、このロゴが表示され
ます。

3 ピークホールド機能付送信機のオーディオレベル
4 ミュート表示 : 受信中の信号が不十分、または乱れている場合、
あるいは送信機側がミュート設定を有効にしている場合は音声出
力がミュートされます。

5 現在受信中の信号を発している送信機のバッテリー残量
6 受信チャネルで受信中の信号強度

1 2 1

3

5635

6

4

受
信
チ
ャ
ネ
ル

 C
H

1
受
信
チ
ャ
ネ
ル

 C
H

2
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製品概要

CH1ディスプレイと CH2ディスプレイ
デジタル受信 アナログ受信

1 受信チャネル名
2 受信中の信号を発している送信機名
3 受信周波数
4 電源の種類とステータス ( 2 参照、 ページ 8)

5 ピークホールド機能付送信機（偏差 /変調）のオーディオレベル
6 音声出力表示 :

音声出力が有効な場合、出力のマークが横に並んで表
示されます。
Command機能により無効になっている音声出力ある
場合、その出力のマーク上に取り消し線が表示されま
す。
受信チャネルが Channel Power メニューでオフになっ
ている場合、“inactive”と表示されます。

7 現在受信中の信号を発している送信機のバッテリー残量
8 スケルチレベル表示付両ダイバーシティブランチの受信信号強度
9 ミュート表示 ( 4 参照、 ページ 8)

1 2 3 4

5678

4 3 2 1

5978
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製品概要

バックパネルアダプター
バックパネルアダプターGA 6042 BPはアクセサリ（別売）です。バッ
クパネルアダプターは EK 6042をビデオカメラから取り外して使用し
たい場合に必要です。

1 Mini-XLR-5ジャック 
AES3 MAIN 1/2

主音声出力用オーディオジャック
アナログおよびデジタル音声信号を出力可

2 Mini-XLR-5ジャック 
AUX 1/2

副音声出力 AUX 1および AUX 2用オーディ
オジャック
アナログ音声信号のみ出力可
オーディオジャック (Top) AUX 1/2と同じ
音声信号を出力

3 バッテリーパック用
ジャック

バッテリーパックアダプター GA 6042 BA

接続用
4 3,5 mmジャックソ
ケット PHONES

ヘッドホン接続用

5  DC-INジャック 外部電源接続用

AES3

MAIN 1/2 AUX 1/2

DC-IN

7-18V

1

4

2 3

5
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使用開始

使用開始

EK 6042をビデオカメラで使用する
EK 6042をビデオカメラにスロットインすることができます。UniSlot/

SuperSlot™ 方式（例 : Panasonic、Ikegami、ARRI、Sound Devices）でビ
デオカメラにスロットインする場合はセット GA 6042-25が、Sony製
ビデオカメラにスロットインする場合はセット GA 6042-15 が必要
です。それぞれのセットはアダプタープレート4 と D-Sub アダプ
ター5で構成されています。

�アダプタープレートを付属の 4 本のネ
ジ3 でお使いのビデオカメラの受信機
スロット7 に取り付けます。

�注意してD-Subアダプターを EK 6042の
マルチピンインターフェースに差し込
みます2。D-Subアダプターを付属の 2

本のネジ6 で EK 6042に固定します。
�取り付けた D-Sub アダプターを使って

EK 6042 をアダプタープレート 越しに
受信機スロットに押し込みます。

� EK 6042を付属の2本のネジ1 でビデオ
カメラに固定します。
EK 6042はマルチピンインターフェース
を介してビデオカメラと接続されて
おり、ビデオカメラのバッテリーを経由
して給電されています。

EK 6042をUniSlot/SuperSlot方式(例 : Panasonic, Ikegami, ARRI)

でビデオカメラにスロットインして使用している場合、両方
の受信チャネルの音声信号はマルチピンインターフェース経
由でビデオカメラに伝送されます。
EK 6042を Sony製ビデオカメラにスロットインして使用して
いる場合、ビデオカメラの受信チャネル CH1 の音声信号しか
受け付けない場合があります。2 つ目の受信チャネル CH2 も
ビデオカメラへ送信するには :

� YアダプターケーブルでMini-XLR-5ジャック (Top) AUX 1/2

をお使いのSony製ビデオカメラの2つ目の音声入力と接続
してください。

1

2

4

5

6

7

3
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使用開始

バックパネルアダプターを接続する
EK 6042 をお使いのビデオカメラから取り外して使用 ( 例：携帯用ミ
キシングコンソールでの使用等）するには、バックパネルアダプター
GA 6042 BPと外部電源が必要になります。

バッテリーパックアダプターを接続する
EK 6042 をバッテリーで使用するためにはバッテリーパックアダプ
ター GA 6042 BA、2 つのバッテリーパック BA 61 およびバッテリー
チャージャー L 60が必要です。

� EK 6042 を注意しながらバックパネルアダプターに
押し込みます。

� EK 6042 を付属の 2 本のネジでバックパネルアダプ
ターに固定します。

� 2 つの Y アダプターケーブルで主音声および副音声
出力をお使いのミキシングコンソールに接続します
( ページ 13参照 )。

� DC-INケーブル CA 6042 DCで外部電源を DC-IN ジャッ
クに接続するか、バッテリーパックアダプター
GA 6042 BAを取り付けます (下記参照 )。

バックパネルアダプターのベルトクリップは取
り外し可能です。

�バックパネルアダプター1 を取り付け
ます (上記参照 )。

�バッテリーパックアダプター3 をバッ
クパネルアダプターの適切な方向に押
し込むと、バックパネルアダプター6

のプラグがバッテリーパック5

用ジャックに接続されます。
�バッテリーパックアダプターを付属の
ネジ4 を両方使ってバックパネルア
ダプターに固定します。

� 2 つのバッテリーパック BA 61 2 をカ
チッという音がするまでバッテリー
パックアダプターに差し込みます。

バッテリーパックは本体使用中も
含めていつでも交換可能です。
その間の電力供給は 2 つ目のバッ
テリーパックが行います。

1

2

3

4

2

5

6
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操作

録音機やミキシングコンソールを接続する
EK 6042 は 2 つの送信機から信号を同時に受信可能です。そのため、
録音機やミキシングコンソールと接続するには最低限 Y アダプター
ケーブルが必要です。
�希望の音声出力 (MAIN 1/2 または AUX 1/2)にYアダプターケーブル
をそれぞれ接続します。

� MAIN Format のメニュー項目で希望のオーディオフォーマットを
以下の 2つから選択します : digital AES-3 または analog

主音声出力 MAIN 1/2 では両方の受信チャネルの音声信号をアナロ
グまたはデジタルで出力することができます。副音声出力 AUX 1/2

および (Top) AUX 1/2 ではアナログ音声信号のみ出力可能です。

ヘッドホンを接続する

注注 

大音量による聴覚障害の危険
ヘッドホンが高い音圧を発する場合があります。これよ
りも高い音量で使用したり長時間使用したりすると聴
覚障害につながるおそれがあります。
�音量は中程度に設定してください。
�送信機を替えたり周波数を変更する前に音量を下げ
てください。

�バックパネルアダプターを取り付けます ( ページ 12参照 )。
�ヘッドホンはバックパネルアダプターの 3.5 mmジャックソケット

PHONES に接続してください。

操作
電源のオン /オフ
EK 6042をオンにするには :

�ボタン  を長押しします。
スタンダードディスプレイが表示されます。ヘッドホン出力の音量
は自動的に低い音量に設定されます。

EK 6042をオフにするには :

�サブメニューが表示されている場合 ( ページ 15参照 )、スタンダー
ドディスプレイ、CH1ディスプレイ、または CH2ディスプレイが表
示されるまでボタン を何度か押してください。

�ボタン  を長押しします。
アニメーションが表示されます。その後、EK 6042 がオフになり
ます。
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操作

スタンダードディスプレイ、 CH1ディスプレイ、または 

CH2ディスプレイを呼び出す

操作メニューを使用する

操作メニューを呼び出す

�スタンダードディスプレイ、CH1ディスプレイ、または CH2ディス
プレイが表示されている間にボタン を押してください。
• 操作メニューをスタンダードディスプレイから呼び出した場合、 

MAIN Format のメニュー項目が表示されます。
• 操作メニューを CH1ディスプレイから呼び出した場合、 

CH1 Settings のメニュー項目が表示されます。
• 操作メニューを CH2ディスプレイから呼び出した場合、 

CH2 Settings のメニュー項目が表示されます。

電源をオンにするとスタン
ダードディスプレイ1が表
示されます。CH1 ディスプ
レイ2 や CH2 ディスプレ
イ3に切り替えるには :

�ボタン またはボタン
を押します。

操作メニュー ( ページ 15参
照)からスタンダードディス
プレイに戻るには :

�スタンダードディスプレ
イが表示されるまでボタ
ン  を何度か押してく
ださい。

1

2

3
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操作

操作メニューの概要

メインメ
ニュー

サブメ
ニュー 可能な設定

CH1 

Settings

CH2 

Settings

Trans-

mitter
Search via IR: 赤外線インターフェースで送
信機を検出する
List: リストから送信機を選択する

Frequency Scan to next:  Squelch設定を基に適切な周波
数を自動検索する
Tune: 周波数をマニュアル設定する

License: あらかじめ設定したプリセット周
波数の選択をする

Sync 赤外線インターフェースで送信機に周波数
を伝送する ;  “同期を行う (Sync)”ページ 16

参照
Pilot 

Squelch
inactive: パイロットトーン判定無効

active: パイロットトーン判定有効

not supported: 送信機がパイロットトーン
をサポートしていない

Squelch アナログ受信 : スケルチレベルを設定する

デジタル受信 : inactive

MAIN Out

AUX Out

always ON: 音声出力常時オン

ON by command: 音声出力を
Command機能で有効化可能

MUTE by command: 音声出力を
Command機能でミュート可能

Channel 

Power
inactive: 音声信号は全ての出力ジャックで
ミュートされ、ヘッドホン出力でのみ有効
active: 音声信号が全ての出力ジャックで
有効

MAIN Format digital AES-3 または analog

Level MAIN 1

Level MAIN 2

デジタル受信 : デジタル
アナログ受信 : オーディオレベルを設定
する

Level AUX 1

Level AUX 2
オーディオレベルを設定する

Testtone on または off
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操作

同期を行う (Sync)

CH1 Settings または CH2 Settings メニューでは、 Transmitter、
Frequency 、そして Squelch のサブメニューで送信機に適切な設定を
行う必要があります。
同期を開始するには 2つの方法があります。1つ目の方法 :

�ボタン を長押しします。
選択可能な受信チャネルが表示されます。

�同期を行うチャネルを CH1 か CH2 のいず
れかから選択し、ボタン で同期を開始
します。

2つ目の方法 :

� Sync のサブメニュー項目 ( CH1 Settings または CH2 Settings

メニュー )を呼び出し、ボタン で同期を開始します。
CH1 Settings または CH2 Settings のいずれかを選択したことで、送
信機と同期される受信チャネルは既に選ばれています。そのため、
受信チャネルの選択はありません。
同期が開始されると Hold to IR と表示さ
れ、赤外線インターフェースが青く点滅し
ます。

PHONES Volume ヘッドホンの音量を設定する
PHONES Listen to ヘッドホン出力で出力チャネル CH1 、 CH2 、

あるいは CH1+CH2 を切り替える
Store Scene 現在の設定をシーンとして保存する
Network 受信機の IPアドレスを変更する

Info
ファームウェアのバージョンとワードク
ロックのステータスを表示する

License List 認可済み周波数を表示する
Spectrum Scan 周波数スキャンを実行する

メインメ
ニュー

サブメ
ニュー 可能な設定
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�電源をオンにした送信機の赤外線イン
ターフェース ( 送信機の取り扱い説明書
を参照 ) を EK 6042 の赤外線インター
フェースの前にかざしてください。
EK 6042 で設定されている周波数が送信
機に伝送されます。送信機がミュート状
態になっていなければ、伝送成功時に対
応する受信チャネルのステータス LEDが
緑色に点灯します。これで伝送路の使用
準備が整いました。伝送が失敗した場合、
Failureとメッセージが表示されます。

自動設定を実行する (Auto)

マニュアル設定は一切必要ありません。
Transmitter、 Frequency 、および Squelch のサブメニューで適切な設
定が自動的に決定されます。
�ボタン を長押しします。
選択可能な受信チャネルが表示されます。

� CH1 か CH2 のうち、自動設定を行う方を
選択してください。

�ボタン で自動設定を開始します。
Hold to IR と表示され、赤外線インター
フェースが青く点滅します。

�電源をオンにした送信機の赤外線イン
ターフェース ( 送信機の取り扱い説明書
を参照 ) を EK 6042 の赤外線インター
フェースの前にかざしてください。
EK 6042 が送信機とその周波数帯を検出
します。検出後、赤外線インターフェー
スの青い点滅が止まります。

�ここで送信機と EK 6042の間の距離を広
げます。送信機の種類によっては
Increase transmitter distance とディス
プレイに表示される場合があります。
この表示が出た場合は送信機と EK 6042

の間の距離をさらに広くとってくだ
さい。

ここでEK 6042が自動的に適切な周波数および環境音のノイズレベ
ルを決定し、 Transmitter、 Frequency、および Squelchサブメニュー
の適切な設定を行います。
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その後、Hold to IR ともう一度表示され、
赤外線インターフェースが再度青く点滅
します。

�送信機の赤外線インターフェースを EK 6042 の赤外線インター
フェースの前にもう一度かざしてください。
決定された周波数が送信機に伝送されます。送信機がミュート状態
になっていなければ、伝送成功時に対応する受信チャネルのステー
タス LED が緑色に点灯します。これで伝送路の使用準備が整いま
した。伝送が失敗した場合、 Failureとメッセージが表示されます。

周波数スキャンを実行する
使用する場所で現在の周波数の状況を調べるために周波数スキャン
を行うことができます。周波数スキャン中は両方の受信チャネルの音
声出力がミュートされます。

�操作メニューを呼び出し ( ページ 14参照 )、  Spectrum Scan を選択
します。表示された警告を確認してください。
周波数スキャンは EK 6042の周波数帯の中央値から始まり、それよ
り低い周波数帯域と高い周波数帯域を同時にスキャンしていき
ます。ボタン  とボタン  でいつでも全ての周波数スキャン範囲
内をスクロールできます。

�ボタン を押して、操作メニューに戻ります。

シーンを切り替える
複数の撮影の間にマイクロフォンを切り替える場合、設定のための時
間が十分にとれない場合は以下のように準備をしておくことができ
ます。
�送信機と EK 6042をあらかじめ設定しておいてください。シーン毎
に必要な受信機の設定を保存します (下記参照 )。
最大 10のシーンを保存することができます。

�保存したシーンを呼び出すことで遅滞なく必要な設定に切り替え
ます ( ページ 19参照 )。

シーンを保存する

�全てのパラメーターを希望通りに設定し、対応する送信機を同期し
てください。

受信周波数を設定するため、 この機能を Frequency のサブメ
ニューで CH1 Settings および CH2 Settings のメニュー項目経
由で使用することができます ( ページ 15参照 )。代わりに自
動でセットアップを行うこともできます ( ページ 17参照 )。
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�操作メニューを呼び出し ( ページ 14

参照 )、 Store Sceneを選択します。
シーン選択画面が表示されます。

�シーン番号を選択してください 

(#1～ #10)。
お使いの設定は選択したシーン番号に保存されます。その際、古い
シーンは上書きされます。全てのシーン設定はウェブブラウザで閲
覧と削除が可能です ( ページ 19参照 )。

シーンを呼び出す

シーンを呼び出すには 2つの方法があります。
1つ目の方法 :

�ボタン を長押しします。
シーン選択画面が表示されます。設定済み
の周波数と同期中の送信機の送信機名と
周波数帯域が表示されます。

�ボタン  かボタン  で希望のシーン番
号を選択し、ボタン で決定してください。
前回設定した設定がすぐに有効になります。

2つ目の方法 (こちらの方がすぐに呼び出せます ):

�希望のシーン番号までスクロールするにはボタン を押しっぱな
しにしたまま同時にボタン かボタン を押してください。 

�両方のボタンを放します。
前回選択したシーンが有効化され、スタンダードディスプレイに表
示されます。

ウェブブラウザで設定を行う
EK 6042を直接 Windows-PCか Macに接続し、ウェブブラウザで設定
を行うことができます。
� EK 6042 を Windows-PC に接続する場合はドライバを事前にインス
トールしておく必要はありません。

� Macをお使いの場合は EK 6042を接続する前に RNDISドライバをイ
ンストールしてください。RNDISドライバはインターネット上で無
料で入手可能です。

� EK 6042を USBケーブルでお使いのコンピューターに接続してくだ
さい。
EK 6042 が自動的にオンになります。Windowsコンピューターに初
めて接続した際に EK 6042の認識に必要なドライバがインストール
されます。インストールには数分かかる場合があります。
その後、EK 6042のディスプレイに URLが表示されます。

お使いのコンピューターに複数の EK 6042 を同時に接続し
たい場合、まず最初に受信機の Network メニュー項目で異
なる IPアドレスを割り当てる必要があります。



20 | EK 6042

操作

�このURLをお使いのウェブブラウザのアドレスバーに入力してくだ
さい。
ウェブブラウザに以下のメニューが表示されます。

License List

Licence List メニューでは空き周波数の自動検索で優先的に選ばれる
選択可能な周波数を 100まで自由に指定することができます。

Band List

Band List メニューでは空き周波数の自動検索で優先的に選ばれる選
択可能な周波数帯域を 25まで自由に指定することができます。
Licence List メニュー(上記参照 ) で指定された周波数はそれ以外の周
波数より高い優先度で扱われます。

Transmitter Profiles

Transmitter Profiles メニューにはあらかじめ設定された EK 6042と互
換性のある送信機のプロファイルが含まれています。このプロファイ
ルは Default Profiles のメニュー項目で閲覧可能です。
Custom Profiles のメニュー項目を使って送信機のカスタムプロファ
イルを指定したり編集したり (Add profile) することもできます。ま
た、赤外線インターフェースを介して送信機を検出することもできま
す (Detect over IR)。こうすることで、互換性があるにも関わらずまだ
認識されていなかった送信機が自動的に追加されます。

Scenes

Scenes メニューでは保存したシーンの設定を全てクリックで閲覧す
ることができます ( ページ 18参照 )。
X をクリックすると設定を削除することができます。

Maintenance

この設定メニューでは以下のことができます。
• EK 6042をリセットする
• 設定をインポート /エクスポートする
• ファームウェアアップデートを実行する
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手入れとﾒﾝﾃﾅﾝｽ

手入れとﾒﾝﾃﾅﾝｽ
注注 

液体は製品の電子部品を破壊する恐れがあります。
製品のケース内に液体が入ると、電子部品の短絡を引き起こす可能性
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。

� EK 6042およびアクセサリはかるく湿らせた布でふいてください。

アクセサリ
製品名 製品番号 説明
EK 6042 A 506210 ポータブルカメラ受信機
GA 6042-15 506213 Sony用アダプター D-Sub 15ピン
GA 6042-25 506212 UniSlot/SuperSlot™用アダプター

D-Sub 25ピン
GA 6042 BP 506214 バックパネルアダプター
GA 6042 BA 506215 バッテリーパックアダプター
CA 6042 XLR 506216 Yアダプターケーブル 

(Mini-XLRは XLR 2本に相当 )

CA 6042 DC 506217 DC-INケーブル
BA 61 504703 バッテリーパック
L 60 504704 BA 61充電用バッテリーチャー

ジャー
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技術仕様
高周波数特性

オーディオ特性

受信回路方式 デジタル復調機能付スーパーヘテロダイン
方式

受信チャネル 2

受信機の互換性 デジタル変調 : デジタル 9000 LRモード
ワイドバンド FM: HiDyn Plus, HDX

周波数帯 470～ 654 MHz

スイッチングバンド幅 184 MHz

基準偏差  5 kHz

受信方式 トゥルーダイバーシティー方式 (2つの受信
機からの信号を 2つの受信復調回路で並列
受信 )

感度 “LRモード ”:  <90 dBm 

“FMモード ”:  <94 dBm @52 dB Audio SNR

アンテナ入力 SMAジャック (50 ×2

アンテナ形式 UHF広帯域アンテナ ×2

ダイナミックレンジ 典型的な 70 dB (チャネル間隔  400 kHz)

周波数特性 20 Hz～ 20 kHz (/1.5 dB)

ダイナミクス > 108 dB(A)

高調波ひずみ “LRモード ”:  0,03%未満 (1 kHz時 )

“FMモード ”:  0,5%未満 (1 kHz時 ) 

待ち時間 “LRモード ”:  3,0 ms (AES3)

“FMモード ”:  1,5 ms (AES3)

音声出力 Mini-XLR5ピン (オス )、左右対称

MAIN 1/2 デジタル
アナログ

0 dBFs, AES3, 48 kHz, 24 bit

22 dBu～ +8 dBu（設定可能）

(Top) AUX 1/2 アナログ 22 dBu～ +8 dBu（設定可能）
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その他仕様

バックパネルアダプター GA 6042 BP使用時

バッテリーパックアダプター GA 6042 BA使用時

（使用には GA 6042 BPが必要です）

D-Subアダプター使用時

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き ) 約 107 x 90 x 26 mm（アンテナを除く）

重量 約 340 g

設定インターフェース マイクロ USBジャック Typ B

マルチピンインターフェース GA 6042アダプター用プラグ 60ピン

消費電力 12 V (7～ 18 V)の時、典型的な 3 W

定格入力 4極 DC-INジャック
典型的な 12 V (7～ 18 V)

ヘッドホン出力 3.5 mmジャックソケット

2 x 25 mW （32 の場合）

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き ) 約 135 x 90 x 26 mm

音声出力 Mini-XLR5ピン (オス )、左右対称

MAIN 1/2 デジタル

アナログ

0 dBFs, AES3, 48 kHz, 24 bit

22 dBu～ +8 dBu（設定可能）

(Top) AUX 1/2 アナログ 22 dBu～ +8 dBu（設定可能）

互換性バッテリーパック Sennheiser BA 61

動作時間 4 時間以内
(バッテリーパック BA 61を 2つ使用
した場合 )

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き ) 約 135 x 90 x 44 mm

D-Subアダプター GA 6042-15 GA 6042-25

カメラインターフェース D-Sub-15 (オス )

(Sony)

D-Sub-25 (オス )

(UniSlot/SuperSlot™)

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き ) 約 135 x 90 x 26 mm
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操作条件

周囲温度 10°C～ +55°C

40°Cで最大 90% 

（不凝縮性）
製品に水滴や水しぶきがかかってはい
けません (IP2X)。

25°C～ +70°C

40°Cで最大 90%

製品に水滴や水しぶきがかかってはい
けません (IP2X)。

IEC 68および EN 60068の T2-27に準拠

相対湿度

防水・防滴

保管および運搬条件

周囲温度

相対湿度

防水・防滴

耐衝撃性

カナダ
24 | EK 6042



EK 6042 | 1

Licenses

Licenses

This product includes software code developed by third parties. Please
find below a list of all used third party files.

eCos

Copyright (c) 2014, eCosCentric Ltd. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modi-
fication, are permitted provided that the following conditions are met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright no-
tice, this list of conditions and the following disclaimer in the documen-
tation and/or other materials provided with the distribution.

• Neither the name of the copyright holder nor the names of its contrib-
utors may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIB-
UTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DI-
RECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTI-
TUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-
GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Display Font (Palm OS)

Copyright (c) 2012 DamienG

Used under the terms of the Creative Commons License.

http://fontstruct.com/fontstructions/show/palm_os

DHCP Server (dhcps)

Copyright (c) 2010, Valhalla Wireless, Todd Elliott
http://valhalla-wireless.com/All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modi-
fication, are permitted provided that the following conditions are met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright no-
tice, this list of conditions and the following disclaimer in the documen-
tation and/or other materials provided with the distribution.
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• Neither the name of the Valhalla Wireless nor the names of its contrib-
utors may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIB-
UTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL Valhalla Wireless BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARIS-
ING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Creative Commons License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS
CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE (“CCPL” OR “LICENSE”). THE WORK IS
PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF
THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPY-
RIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT
AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT
THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR
GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR
ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

a. “Adaptation” means a work based upon the Work, or upon the Work
and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, de-
rivative work, arrangement of music or other alterations of a literary
or artistic work, or phonogram or performance and includes cine-
matographic adaptations or any other form in which the Work may
be recast, transformed, or adapted including in any form recogniz-
ably derived from the original, except that a work that constitutes a
Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of
this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical
work, performance or phonogram, the synchronization of the Work
in timed-relation with a moving image (“synching”) will be consid-
ered an Adaptation for the purpose of this License.

b. “Collection” means a collection of literary or artistic works, such as
encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or
broadcasts, or other works or subject matter other than works listed
in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrange-
ment of their contents, constitute intellectual creations, in which the
Work is included in its entirety in unmodified form along with one or
more other contributions, each constituting separate and indepen-
dent works in themselves, which together are assembled into a col-
lective whole. A work that constitutes a Collection will not be consid-
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ered an Adaptation (as defined below) for the purposes of this Li-
cense.

c. “Creative Commons Compatible License” means a license that is list-
ed at https://creativecommons.org/compatiblelicenses that has
been approved by Creative Commons as being essentially equivalent
to this License, including, at a minimum, because that license: (i) con-
tains terms that have the same purpose, meaning and effect as the
License Elements of this License; and, (ii) explicitly permits the reli-
censing of adaptations of works made available under that license
under this License or a Creative Commons jurisdiction license with
the same License Elements as this License.

d. “Distribute” means to make available to the public the original and
copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or
other transfer of ownership.

e. “License Elements” means the following high-level license attri-
butes as selected by Licensor and indicated in the title of this Li-
cense: Attribution, ShareAlike.

f. “Licensor” means the individual, individuals, entity or entities that
offer(s) the Work under the terms of this License.

g. “Original Author” means, in the case of a literary or artistic work, the
individual, individuals, entity or entities who created the Work or if
no individual or entity can be identified, the publisher; and in addi-
tion (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians,
dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, in-
terpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions
of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the
person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or
other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization
that transmits the broadcast.

h. “Work” means the literary and/or artistic work offered under the
terms of this License including without limitation any production in
the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the
mode or form of its expression including digital form, such as a book,
pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work
of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreo-
graphic work or entertainment in dumb show; a musical composition
with or without words; a cinematographic work to which are assimi-
lated works expressed by a process analogous to cinematography; a
work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or li-
thography; a photographic work to which are assimilated works ex-
pressed by a process analogous to photography; a work of applied
art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work rel-
ative to geography, topography, architecture or science; a perfor-
mance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the ex-
tent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by
a variety or circus performer to the extent it is not otherwise consid-
ered a literary or artistic work.

i. “You” means an individual or entity exercising rights under this Li-
cense who has not previously violated the terms of this License with
respect to the Work, or who has received express permission from
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the Licensor to exercise rights under this License despite a previous
violation.

j. “Publicly Perform” means to perform public recitations of the Work
and to communicate to the public those public recitations, by any
means or process, including by wire or wireless means or public dig-
ital performances; to make available to the public Works in such a
way that members of the public may access these Works from a
place and at a place individually chosen by them; to perform the
Work to the public by any means or process and the communication
to the public of the performances of the Work, including by public
digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any
means including signs, sounds or images.

k. “Reproduce” means to make copies of the Work by any means in-
cluding without limitation by sound or visual recordings and the
right of fixation and reproducing fixations of the Work, including
storage of a protected performance or phonogram in digital form or
other electronic medium.

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit,
or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations
or exceptions that are provided for in connection with the copyright pro-
tection under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Li-
censor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, per-
petual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise
the rights in the Work as stated below:

a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more
Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collec-
tions;

b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adap-
tation, including any translation in any medium, takes reasonable
steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes
were made to the original Work. For example, a translation could be
marked “The original work was translated from English to Spanish.”
or a modification could indicate “The original work has been modi-
fied.”;

c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporat-
ed in Collections; and,

d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations.

e. For the avoidance of doubt:

i. Non-waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions
in which the right to collect royalties through any statutory or
compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor re-
serves the exclusive right to collect such royalties for any exercise
by You of the rights granted under this License;

ii. Waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in
which the right to collect royalties through any statutory or com-
pulsory licensing scheme can be waived, the Licensor waives the
exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of
the rights granted under this License; and,
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iii.Voluntary License Schemes. The Licensor waives the right to col-
lect royalties, whether individually or, in the event that the Licen-
sor is a member of a collecting society that administers voluntary
licensing schemes, via that society, from any exercise by You of
the rights granted under this License.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now
known or hereafter devised. The above rights include the right to make
such modifications as are technically necessary to exercise the rights in
other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights not expressly
granted by Licensor are hereby reserved.

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made
subject to and limited by the following restrictions:

a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the
terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Re-
source Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work
You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any
terms on the Work that restrict the terms of this License or the abil-
ity of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that
recipient under the terms of the License. You may not sublicense the
Work. You must keep intact all notices that refer to this License and
to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Dis-
tribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform
the Work, You may not impose any effective technological measures
on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from
You to exercise the rights granted to that recipient under the terms
of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated
in a Collection, but this does not require the Collection apart from the
Work itself to be made subject to the terms of this License. If You cre-
ate a Collection, upon notice from any Licensor You must, to the ex-
tent practicable, remove from the Collection any credit as required
by Section 4(c), as requested. If You create an Adaptation, upon no-
tice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove
from the Adaptation any credit as required by Section 4(c), as re-
quested.

b. You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only under the
terms of: (i) this License; (ii) a later version of this License with the
same License Elements as this License; (iii) a Creative Commons ju-
risdiction license (either this or a later license version) that contains
the same License Elements as this License (e.g., Attribution-
ShareAlike 3.0 US)); (iv) a Creative Commons Compatible License. If
you license the Adaptation under one of the licenses mentioned in
(iv), you must comply with the terms of that license. If you license
the Adaptation under the terms of any of the licenses mentioned in
(i), (ii) or (iii) (the “Applicable License”), you must comply with the
terms of the Applicable License generally and the following provi-
sions: (I) You must include a copy of, or the URI for, the Applicable Li-
cense with every copy of each Adaptation You Distribute or Publicly
Perform; (II) You may not offer or impose any terms on the Adapta-
tion that restrict the terms of the Applicable License or the ability of
the recipient of the Adaptation to exercise the rights granted to that
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recipient under the terms of the Applicable License; (III) You must
keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the
disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in
the Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (IV) when You
Distribute or Publicly Perform the Adaptation, You may not impose
any effective technological measures on the Adaptation that restrict
the ability of a recipient of the Adaptation from You to exercise the
rights granted to that recipient under the terms of the Applicable Li-
cense. This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in
a Collection, but this does not require the Collection apart from the
Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable
License.

c. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or
Collections, You must, unless a request has been made pursuant to
Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and pro-
vide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the
name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if sup-
plied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate anoth-
er party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, jour-
nal) for attribution (“Attribution Parties”) in Licensor's copyright
notice, terms of service or by other reasonable means, the name of
such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the
extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies
to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the
copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , con-
sistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit
identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., “French
translation of the Work by Original Author”, or “Screenplay based on
original Work by Original Author”). The credit required by this Sec-
tion 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided,
however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum
such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the
Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in
a manner at least as prominent as the credits for the other contrib-
uting authors. For the avoidance of doubt, You may only use the
credit required by this Section for the purpose of attribution in the
manner set out above and, by exercising Your rights under this Li-
cense, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connec-
tion with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licen-
sor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of
the Work, without the separate, express prior written permission of
the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.

d. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be
otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute
or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adap-
tations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take
other derogatory action in relation to the Work which would be prej-
udicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor agrees
that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the
right granted in Section 3(b) of this License (the right to make Ad-
aptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modifica-
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tion or other derogatory action prejudicial to the Original Author's
honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appro-
priate, this Section, to the fullest extent permitted by the applicable
national law, to enable You to reasonably exercise Your right under
Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not oth-
erwise.

5. Representations, Warranties and Disclaimer. UNLESS OTHERWISE MU-
TUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE
WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY
KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHER-
WISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MER-
CHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT,
OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRES-
ENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JU-
RISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO
SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICA-
BLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL
THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EX-
EMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE
WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate auto-
matically upon any breach by You of the terms of this License. Indi-
viduals or entities who have received Adaptations or Collections
from You under this License, however, will not have their licenses ter-
minated provided such individuals or entities remain in full compli-
ance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any
termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here
is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the
Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to re-
lease the Work under different license terms or to stop distributing
the Work at any time; provided, however that any such election will
not serve to withdraw this License (or any other license that has
been, or is required to be, granted under the terms of this License),
and this License will continue in full force and effect unless terminat-
ed as stated above.

8. Miscellaneous

a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection,
the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same
terms and conditions as the license granted to You under this Li-
cense.

b. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor
offers to the recipient a license to the original Work on the same
terms and conditions as the license granted to You under this Li-
cense.
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c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under ap-
plicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the re-
mainder of the terms of this License, and without further action by
the parties to this agreement, such provision shall be reformed to
the minimum extent necessary to make such provision valid and en-
forceable.

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no
breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing
and signed by the party to be charged with such waiver or consent.

e. This License constitutes the entire agreement between the parties
with respect to the Work licensed here. There are no understandings,
agreements or representations with respect to the Work not speci-
fied here. Licensor shall not be bound by any additional provisions
that may appear in any communication from You. This License may
not be modified without the mutual written agreement of the Licen-
sor and You.

f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this
License were drafted utilizing the terminology of the Berne Conven-
tion for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on
September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copy-
right Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Trea-
ty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on Ju-
ly 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the rele-
vant jurisdiction in which the License terms are sought to be en-
forced according to the corresponding provisions of the implementa-
tion of those treaty provisions in the applicable national law. If the
standard suite of rights granted under applicable copyright law in-
cludes additional rights not granted under this License, such addi-
tional rights are deemed to be included in the License; this License is
not intended to restrict the license of any rights under applicable
law.
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Pin assignment

5-Pin-Mini-XLR (Male) AES3 MAIN 1/2, AUX 1/2, (Top) AUX

DC-IN

CA 6042 XLR Cable

1 GND

2 CH 1 (+)

3 CH 1 (–)

4 CH 2 (+)

5 CH 2 (–)

1 GND

2 –

3 –

4 Power

3-Pin-XLR (Female)

MAIN 2/AUX 2
5-Pin-Mini-XLR 

(Female)

3-Pin-XLR (Female)

MAIN 1/AUX 1

 GND  GND  GND

 + (black)

 – (green)

 + (black)

 – (green)

 + (white)

 – (red)

 + (white)

 – (red)

5

3

1

4 2

3 2

14

1

4 4

11

5 5

3

2

3

2black

green

white

red

1 1 1

2

3

2

3

4

5

4

5
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D-Sub-15

D-Sub-25

Unbelegte Pins dürfen nicht mit einem Signal belegt werden.

Unassinged pins must not be wired.

Les broches non assignées ne doivent pas être connectées.

I pin liberi non possono essere occupati da un segnale.

Los pines que no estén ocupados no se deben ocupar con una señal.

Os pinos sem ocupação não podem ser ocupados com um sinal.

Niet bezette pins mogen niet op een signaal worden aangesloten.

На неиспользуемые выводы не должны подаваться сигналы.

空闲的针脚不得被分配信号。

1 GND

2 CH 1/AES3

3 CH 2

4 Power

5 GND

8 GND

1 GND

2 CH 1P/AES3 P

3 CH 1N/AES3 N

4 GND

5 Power

8 GND

C GND

D GND

E CH 2P

F CH 2N

O GND

1 832 4 5

1

D

2 3 4 5 8 C

E F O
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