
HD96-24-CC-TP
Live Digital Console Control Centre with 144 Input Channels,  
120 Mix Buses, 96 kHz Sample Rate, 21" Touch Screen and  
Touring Grade Road Case

V 1.0
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注意
感電の.恐れがありますので、
カバーやその他の部品を取り

外したり、開けたりしないでください。高
品質なプロ用スピーカーケーブル（¼" TS 標
準ケーブルおよびツイスト ロッキング プ
ラグケーブル）を使用してください。

注意
火事および感電の危険を防ぐ
ため、本装置を水分や湿気の

あるところには設置しないで下さい。装置
には決して水分がかからないように注意
し、花瓶など水分を含んだものは、装置の
上には置かないようにしてください。

注意
このマークが表示されている
箇所には、内部に高圧電流が

生じています。手を触れると感電の恐れが
あります。

注意
取り扱いとお手入れの方法に
ついての重要な説明が付属の

取扱説明書に記載されています。ご使用の
前に良くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご
覧ください。

2. 取扱説明書を大切に保管してくだ
さ い。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでくだ
さ い。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使
ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、
適切な換気を妨げない場所に設置してく
ださい。取扱説明書に従って設置してくだ
さい。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、
ストーブ、調理台やアンプといった熱源か
ら離して設置してください。
9. ニ極式プラグおよびアースタイプ 
( 三 芯) プラグの安全ピンは取り外さない
でください。ニ極式プラグにはピンが二本
ついており、そのうち一本はもう一方よりも

幅が広くなっています。アースタイプの三芯
プラグにはニ本のピンに加えてアース用の
ピンが一本ついています。これらの幅の広
いピン、およびアースピンは、安全のための
ものです。備え付けのプラグが、お使いの
コンセントの形状と異なる場合は、電器技
師に相談してコンセントの交換をして下さ
い。
10.  電源コードを踏みつけたり、挟んだり
しないようご注意ください。電源コードや
プラグ、コンセント及び製品との接続には
十分にご注意ください。
11.  すべての装置の接地（アース）が確保
されていることを確認して下さい。

12.  電源タップや
電源プラグは電
源遮断機として利
用されている場合
には、これが直ぐ
に操作できるよう
手元に設置して下
さ い。

13.  付属品は本機製造元が指定したもの
のみをお使いください。
14.  カートスタンド、三脚、ブラケット、
テーブルなどは、本機製造元が指定したも
の、もしくは本機の付属品となるもののみ
をお使いください。カートを使用しての運
搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご
注意ください。 
15.  雷雨の場合、もしくは長期間ご使用に
ならない場合は、電源プラグをコンセント
から抜いてください。
16.  故障の際は当社指定のサービス技術
者にお問い合わせください。電源コードも
しくはプラグの損傷、液体の装置内への浸
入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿
気に装置が晒されてしまった場合、正常に
作動しない場合、もしくは装置を地面に落
下させてしまった場合など、いかなる形で
あれ装置に損傷が加わった場合は、装置
の修理・点検を受けてください。

17.  本製品に電源コード
が付属されている場合、
付属の電源コードは本製
品以外ではご使用いただ
けません。電源コードは
必ず本製品に付属された
電源コードのみご使用く
ださい。

18.  ブックケースなどのような、閉じたス
ペースには設置しないでください。
19.  本機の上に点火した蝋燭などの裸火
を置かないでください。

20.  電池廃棄の際には、環境へのご配慮
をお願いします。電池は、かならず電池回
収場所に廃棄してください。
21.  本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使
用ください。

ここに含まれる記述、写真、意見の全
体または一部に依拠して、いかなる人が
損害を生じさせた場合にも、Music Tribe 
は一切の賠償責任を負いません。技術
仕様、外観およびその他の情報は予告
なく変更になる場合があります。商標
はすべて、それぞれの所有者に帰属し
ます。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、 
Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、 
TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、 
Auratone、Aston Microphones および Coolaudio 
は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または
登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 
2021 無断転用禁止。

適用される保証条件と Music Tribe の限定
保証に関する概要については、オンライン
上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認
ください。

限定保証

法的放棄

安全にお使いいただくために

注意
バッテリーを間違った
タイプと交換すると、
火災や爆発の危険が

あります。 
同じまたは同等のタイプとのみ交換してください。
バッテリーを火、高温オーブンに廃棄したり、バッ
テリーを機械的に押しつぶしたり切断したりする
と、爆発する可能性があります。 
爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引
き起こす可能性のある非常に高温の周囲環境に
バッテリーを放置する。そして
非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆
発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き
起こす可能性があります。
バッテリー廃棄の環境的側面に注意を払う必要
があります。

警告
バッテリーを摂取しな
いでください、化学火
傷の危険。

この製品には、コイン / ボタン電池が含まれていま
す。コイン / ボタン電池を飲み込むと、わずか 2 時間
で重度の火傷を負い、死亡する可能性があります。
新品および使用済みの電池は子供から遠ざけて
ください。 
電池を飲み込んだり、体のどこかに入れたと思わ
れる場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
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第 1 章: 序章
このマニュアルについて
トレーニング
HD96-24 ユーザードキュメント
HD96-24 ホストソフトウェアバージョン
保証と登録
サービスとサポート
一般的に使用される用語と定義

第 2 章: HD96-24 の概要
HD96-24 のご紹介 
概要 / 主な機能 
アプリケーション
システムコンポーネント
システムバス 
ミックスマトリックス 
処理
オーディオの物理的接続
mCloud ネットワークの概要
信頼性（冗長性）
HD96-24 ソフトウェア
GUI
システムカードの拡張

第 3 章: 始める前に
動作原理
動作モード
ヒントとコツ
あなたの仕事を保存する
mCloud 統合
mCloud のサポート
ユーザージャーニー
ユーザープロファイルの設定 

第 4 章: コントロールサーフェスに
ついて
コントロールサーフェスの概要 
コントロールサーフェスのレイアウト
チャネルストリップのレイアウト
グローバルに割り当て可能なショートカッ
ト 
ホームボタン機能
TAP ボタン機能
フロントパネルとリアパネルの接続
外部インターフェースと周辺機器

第 5 章: システムセットアップ
初期設定手順
機器の開梱
I / O のラッキング
接続手順 
システムコンポーネント
システムへの電力供給
コントロールサーフェスのオン / オフの切
り替え
ユニットのIDを設定する
インターネットへの接続

第 6 章: ナビゲーション
第 6 章：表面制御
表面詳細領域を介したナビゲート
構成
イコライザ
ダイナミクス
電話 
トーク
ソロ
モニター
主人

第 7 章: 技術仕様と寸法

HD96-24 の概要
第 1 章: 序章

HD96-24 デジタルミキシングシステムへようこそ。 HD96-24 は、妥協の
ない現代のライブサウンドエンジニア向けに設計された、 Midas ライ
ブサウンドエクスペリエンスの変革です。

ゼロから設計された HD96-24 システムは、有名な妥協のない音質を
維持しながら、 Midas ミキシングコンソールをミキシングおよび操作
する新しい方法の最初のステップです。大きなタッチスクリーンコン
トロール、個別のウィジェットスタイル領域を備えた最新のマルチ
タッチジェスチャコントロール、 HD96-24 システムの多くの職務の管
理に役立つ Midas mCloud システムなど、新しい先進的なアイデアは、
ミキシングを行うために作成された新しいコンセプトのほんの一部
です。オーディオを新しいレベルに。

最良の結果を得るには、このクイックスタートガイド（ QSG ）をお読み
になり、 HD96-24 システムとのミキシングの未来をお楽しみください。

このガイドについて
この QSG は、ユーザーがコンソールレイアウトにすばやく慣れ、シス
テムを構成およびセットアップする方法を示し、オーディオのミキシ
ングを開始するために必要な基本機能を実行する方法を示すよう
に設計されています。 

このドキュメントは、ライブサウンド環境でこの機器を使用するフロ
ントオブハウス（ FOH ）やモニター（ MON ）のエンジニアなどのプロの
エンジニアを対象としています。読者は、プロのオーディオ機器を使
用した経験があることを前提としています。

HD96-24 システムの詳細については、 HD96-24 オーナーズマニュアルを
参照してください。このマニュアルは、当社の Web サイト midasconsoles.
com にあります。多くの改善が行われ、ソフトウェアが急速に改善され
るため、この QSG のスクリーンショットの一部が古くなる可能性があ
るため、完全なマニュアルを読むことを強くお勧めします。私たちは、
この強力な新しいオーディオミキシングシステムの始まりにありま
す。このシステムは、時間の経過とともに成長し、発展していきます。

HD96-24 システムファームウェアバージョン 
当社のソフトウェアエンジニアチームは、 HD96-24 の機能の改善と
拡張に絶えず取り組んでいます。コンソールから最良の結果を得る
には、システムに最新のファームウェアバージョンをインストールす
ることが重要です。更新は、システム更新を追跡および保存するた
めの新しいアプローチである Midas mCloud （ cloud.midasconsoles.com ）、
または midasconsoles.comWeb サイトで見つけることができます。

HD96-24 タッチスクリーン
警告： HD96-24 は直射日光の当たる場所に置いたり操作したりしな
いでください。画面が直射日光にさらされると、反応しなくなり、熱
くなりすぎて処理できない場合があります。コンソールに適したカ
バーがあることを確認してください。

保証と登録
ミダスは品質と信頼性で世界的に有名です。この製品には、標準の 
Midas10 年保証が付いています。

コンソールの登録は、 Midas mCloud を使用して行われます。

サービスとサポート
HD96-24 は最先端のテクノロジーです。 Midas mCloud を介して、または
サービスチームが利用できる、信じられないほどのレベルのサポー
トとサービスを提供して、所有者とユーザーに Midas 製品への信頼
を提供します。

一般的に使用される用語と定義
以下は、この QSG で使用される用語の一部です。これらの用語とその
意味を知っていると、このドキュメントを簡単に読むことができます。

GUI - グラフィックユーザーインターフェイスまたはタッチスクリーン。
チャネル - 任意の入力、出力（ Aux 、 Matrix ）。
道 - 任意の入力、出力、 VCA またはマスター。
人口グループ - パスをサーフェスに移動またはリコールするために
使用されるチャネルのグループ。
貢献 - 出力バスに寄与する任意のパス。
接する - タッチスクリーンを押して機能をオンまたは選択するアク
ション。
選択する - タッチと同じです。 
ピンチ - イコライザーの幅（ Q ）を締めたり広げたりするために使用
される、 2 本の指を一緒に握ります。
スワイプ - 必要な方向に押し続けて移動することにより、ページを
左から右または上下に移動します。
押したまま - 複数の編集のために現在のページのすべてのパスを
選択する方法、または誤って押された場合に重要になる可能性の
あるパラメーター機能を使用する方法、たとえば EQ のフラット化は
長押し機能です。 
ウィジェット – ワークフローの一部として GUI に情報を表示する 1 
つまたは複数のウィンドウの名前。
ワークフロー – オーディオをミックスするために必要なアクティビ
ティを視覚化します。
ポット – レベルまたは値を調整するために使用される物理的なコ
ントロール。 

第 2 章: HD96-24 の概要

HD96-24 デジタルミキシングシステムのご紹介。
何十年もの間、ミダスはプロオーディオの世界の原動力でした。模
範的なオーディオパフォーマンスと実績のある頑丈で信頼性の高
い構造を備えた XL8 および PRO シリーズの驚異的な成功に基づい
て、 MidasPRO シリーズはコンサートツアーおよびインストールされた
ライブサウンドのゴールドスタンダードになりました。 PRO2 、 PRO3 、 
PRO6 、 PRO9 以降の PRO-X ライブオーディオシステムは、同じ優れた
サンプル同期および位相コヒーレントオーディオパフォーマンス、補
間制御機能、直感的なナビゲーションを提供し、ライブサウンドミ
キシングの業界の主要な選択肢の 1 つになっています。

HD96-24 は、 21 インチのタッチスクリーンでさらに限界を押し広げ、
すべてのコントロールにすぐにアクセスできます。最大 10 個の同時
操作が可能な正確で正確なマルチタッチディスプレイを使用した
ジェスチャータッチ操作により、パラメーター調整が迅速かつ簡単
になります。 144 の同時フレキシ入力と 123 （ 96 x Flexi Aux + 24 x Matrix 
+ 3 Output buss = 123 ）のタイムアラインされた位相コヒーレントバス
を備え、チャンネル数やバス数のリソースを盗むことはありません。
真の一貫した 96kHz サンプリング周波数と 64 ビットのフローティン
グポイント処理は、模範的な品質のオーディオ処理を提供し、オー
バーサンプリングおよび補間されたデジタル信号処理アルゴリズム
は、完全に補間されたタッチセンシティブなユーザーコントロール
と組み合わされて、アナログコンソールでの作業のスムーズな連続
応答と即時性をもたらします。
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HD96-24 は、堅牢で実績のある Klark Teknik HyperMAC （ HMAC ）および 
SuperMAC （ AES50 準拠）ネットワーキングテクノロジーを備えており、
超低遅延で確定的な遅延と堅牢なエラー訂正を備えています。そ
の強力なオーディオネットワークは、構成に応じて、 96kHz のサンプ
ル周波数で最大 624 の入力と 654 の出力を提供します。

24 の VCA (Variable Control Association) および 24 の POP (POPulation) グルー
プは、高度なタッチスクリーンナビゲーションシステム、 28 のフェー
ダー、割り当て可能なコントロール、革新的なショートカットエリア
と組み合わせて、前例のないミックスを作成するために必要なすべ
ての重要な情報を同時に表示および制御できます。経験。

アプリケーション 
HD96-24 は、「業界標準」の Heritage3000 および XL4 に類似したハイエ
ンドの Midas デジタルコンソールシステムです。 HD96-24 は、従来のツ
アーのライブサウンド環境向けに設計されていますが、劇場、礼拝
所の設置、放送にも最適です。そのため、ミダスの伝統における真
の多機能コンソールである HD96-24 は、次のような多くのアプリケー
ションに適しています。
FOH または MON の任務をツアーするライブサウンド。
ライブサウンドシアターの FOH または MON の職務。
FOH または MON の義務を崇拝するライブサウンドハウス。 

システムバス
HD96-24 には、要求の厳しいアプリケーションに適合する包括的な
システムバスがあり、次の点で妥協しています。

1.  2 つのステレオソロバス。すべての場所からルーティング
可能で、デュアルオペレーターが可能です。 

2.  3 つのマスターバス（ 1 つのステレオ 1 モノラル）、マイク / 
ライン入力（最大 144 ）からルーティング可能、および 96 
の補助バス。 

3.  マイク / ライン入力（最大 144 ）からルーティング可能な 24 の
マトリックスバス、 96 の Aux バスおよび 3 つのステレオバス。

4.   96 aux バス（標準または flexi-aux のいずれか、からルーテ
ィング可能 グループまたはステムスタイルの処理用のマ
イク / ライン入力（最大 144 ）またはフレキシ Aux バスから 
Aux バス。

すべてのバスルーティングは、すべてのソースの同時かつ時間調整
されたミキシングを提供します。これは、最小のレイテンシ要件のた
めに切り替え可能です。
モニターミキシングの場合、マスターバス、マトリックスバス、および 
Aux バスはすべて入力チャンネルから直接ルーティングでき、独立
したレベルコントロールで最大 123 のモニターミックスバスを提供
します。 Flexi-Aux バスを使用すると、チャンネルのグループミキシン
グを Aux 、マトリックス、またはマスターに送信できます。たとえば、 
Flexi-Aux を介してすべてのドラムをミキシングおよび処理してから、 
IEMAux に送信できます。
従来の FOH サブグループミキシングの場合、 Aux バスのいずれか（ま
たはすべて）を変更して、ポストチャネルフェーダーとパンを操作で
きます（つまり、 Aux ゲインは 1 に固定されます）。

ミックスマトリックス 
基本的に、ミックスマトリックスは HD96-24 の機能を定義します。お
そらく、ミックスマトリックスを想像する最良の方法は、入力が垂直
に実行され、バスが水平に実行されるアナログコンソールレイアウ
トを考えることです。ミックスマトリックスは通常、バスの数とバス
ごとに同時にミックス可能な入力の数として定義されます。次の図
は、 HD96-24 システム内の機能を示しています。

通信網
HD96-24 のネットワークは、イーサネット（ EtherCon® コネクタおよび 
Cat 5e / 銅ケーブル）の物理的接続を利用しますが、データプロトコ
ルを AES50 プロトコル（ SuperMac として実装）および HyperMac 大容量
システムに置き換えます。高品質、低遅延のオーディオ配信。 AES 標
準を使用すると、この接続を利用するサードパーティのハードウェ
アと簡単にインターフェースできます。
AES50 接続は、デジタルオーディオと制御データを 1 本のケーブルで
双方向に伝送します。 Cat 5e ケーブルは、コンソールと I / O 間の「ロ
ーカル」接続およびデュアルデジタル「スネーク」（ 384 チャネルアナ
ログマルチコア、スネーク接続あたり 192 チャネルに相当）に使用さ
れます。単一のネットワークでのオーディオ、制御、クロック、および
サードパーティのイーサネットデータの組み合わせは、ハードウェ
アが単一の RJ45 接続でインターフェイスすることを意味します。
すべてのシステム接続を複製して、完全な二重冗長性を実現できます。

mCloud ネットワーク
Midas mCloud ネットワークは、ファイルおよびシステム管理におけるま
ったく新しい概念です。 HD96-24 には Wi-Fi 機能が組み込まれている
ため、表面は Wi-Fi 接続やその他の mCloud へのネットワーク接続を介
して情報を共有できます。接続は完全に安全であり、情報を安全に
保つために多大な労力が費やされているので安心してください。
mCloud を使用して、コンソールからショーファイル、プリセットファイ
ル、およびその他すべてのタイプのデータを保存できます。 USB ステ
ィックを重要な設定のまま家に置いておくと、 mCloud アカウントに
直接ログインして、汗をかくことなくショーファイルを HD96-24 に直
接ロードできます。
新しいシステムアップデートは、準備ができたらアップデートできる
ように、サーフェスに直接ダウンロードできます。以前のすべてのソ
フトウェアバージョンのリストは、安心のために HD96-24 に保存され
ます。
また、オーディオレンタル会社は、登録、ソフトウェアバージョン、保
証、および診断ログを追跡できます。忙しい雇用会社を 1 か所で運
営するためのすべての管理者。
HD96-24 の各ユーザーは、ユーザープロファイルを設定するように求
められます。ユーザープロファイルは、 mCloud アカウントも構成しま
す。 cloud.midasconsoles.com にアクセスして、アカウントを設定して使
用します。

HD96-24 ソフトウェア
HD96-24 のオペレーティングシステムは Linux であり、これはオープン
ソースで安定した実績のあるオペレーティングシステム（ OS ）です。 
Linux は、世界中の多くのミッションクリティカルなアプリケーション
で使用されており、 Midas のソフトウェアエンジニアは、「隠された」
コードや未使用のコードを含まないゼロからのシステムを作成でき
ます。これにより、効率的でコンパクトなアプリケーションが実現し
ました。このアプリケーションは、操作が速く、起動が速く、デバッグ
が比較的簡単です。

グラフィックユーザーインターフェイス（ GUI ）
HD96-24 には 21 インチのタッチスクリーンがあり、すばやく直感的な
ワークフローを提供します。ピンチやスムーズなタッチスクリーンフ
ェーダーなどの最新のタッチジェスチャが含まれているため、ワー
クフローがスピードアップし、ミックスに集中できます。 GUI は、コン
トロールサーフェスで何が起こっているかを反映するだけでなく、ト
ップバーとサイドバーのメニューを介して追加機能を提供します。こ
れらのメニューから、コントロールサーフェス全体のセットアップ、構
成、管理、および操作に必要なすべてのページにアクセスできます。

一度に画面をワンタッチするだけの時代は終わりました。必要に応
じて、両手を使って一度に最大 10 個のフェーダーを操作します。
EQ 幅の調整を示すピンチジェスチャ。

独立したウィジェットスタイルの領域は、さまざまな種類の情報を
一度に表示するために広く使用されており、すべてワークフローに
合わせて完全にカスタマイズできます。 

システムカードの拡張
HD96-24 には、オーディオをさらに拡張するために 2 つの CM-1 スロッ
トが組み込まれています。最大 128 チャネルの I / O を追加すると、ネ
ットワーク機能が大幅に向上します。仮想サウンドのチェックと録
音は、柔軟なオプションを使用してセットアップと実現がこれまでに
なく簡単になりました。 2 つの業界標準拡張スロットを介して新し
いプロトコルをサポートできるため、 HD96-24 の保管寿命が大幅に
延長されます。

HD96-24 の概要
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HD96-24 基本操作
第 3 章: 始める前に

動作原理
コントロールサーフェスの操作は、現在市場に出回っているほとんど
のデジタルコンソールに当てはまる「レイヤー」や「ページング」では
なく、色とグループの概念に基づいています。非常に多くのチャネル
が利用可能であるため、チャネル番号ではなく、ユーザーが構成し
た個人 / グループの色と名前で覚えるのがはるかに簡単です。タグ
を使用してチャネルをグループ化し、特定の機能を高速化すること
もできます。たとえば、すべてのドラムチャネルの色を変更できます。
コントロールサーフェスには、主要なセクションに論理的に分散さ
れたすぐに認識できるコントロールが配置されているため、ほとん
どの場合アクセスする必要のあるすべてのコントロールは常にコン
トロールサーフェス上にあり、残りは 1 つのアクションだけです。コン
ソールビューワークフローを介して、コントロールサーフェスと GUI 
の両方にすべての I / O メーターを表示して、即座に監視と計測のフ
ィードバックを提供できます。

動作モード
コントロールサーフェスの特定の領域にさまざまなタスクを割り当
てることにより、コントロールセンターの操作の特定の側面を変更
できます。 

ヒントとコツ
コンソールビュー画面を頻繁にチェックすることをお勧めします。こ
れにより、コントロールサーフェスの入力 / 出力ステータスの概要
が一目でわかります。
Manchino （ Multi Edit ）ページは、さまざまな入力または出力をユーザ
ー定義のレベルまたは設定に設定するのに最適な場所です。たと
えば、すべてのフェーダーを 0dB に設定したり、特定の Aux へのすべ
てのコントリビューションをプリフェードに設定したり、多数のステ
レオバスへのパス。それがどのように機能するかの詳細は完全な 
HD96-24 マニュアルで見つけることができます。

ユーザージャーニー
HD96-24 の電源を初めてオンにすると、ウェルカム画面が表示され、次
に国または地域の選択ページが表示されます。 mCloud システムのす
べての利点を享受するために、インターネット有線または無線ネット
ワーク接続が利用可能であることをお勧めします。次に、さまざまな
ページをガイドして、 mCloud アカウントを設定してログインします。

ユーザープロファイルの設定 
HD96-24 には、コンソールのセットアップに関する情報やその他のユ
ーザー情報を保存するためのユーザープロファイルのシステムが組
み込まれています。 HD システムを使用する各ユーザーは、 HD システ
ムにアクティブなインターネット接続がある場合、コンソール上お
よび mCloud ネットワーク経由ですべてのショーファイルやその他の
有用な情報を保持する独自のプロファイルを持つことができます。
システムが登録され、 2 回目の電源がオンになると、ログインする
か、新しいプロファイルを作成して追加するように求められます。

1. 現在選択されているプロファイル。 
2. ユーザープロファイルの変更
3.  あなたのログイン mCloud アカウント（アカウント内のすべ

てのアクティブなファイルは Show Manager で利用できま
す）。 

4.  セーフモード（ show データベースはセーフモードでは使用
できませんが、混在させることはできます）。 

5. ロック画面をアクティブにします。 
6. コンソールをシャットダウンします。 

あなたの仕事を保存する
このガイドに含まれている手順を実行している間は、定期的に作業
内容を mCloud と USB スティックに保存することをお勧めします。これ
は通常の操作中の優れた方法であるだけでなく、この場合、後で役
立つ可能性のあるいくつかのセットアップを失うことからあなたを
救うかもしれません。

ショーの保存とシーンの保存
ショーの保存とシーンの保存の違いを理解することが重要です。シ
ーンを保存すると、システムの現在の設定がショーファイルに保存
されます。シーンを手動で保存しない限り、シーンデータが更新さ
れることはありません。表示ファイルは RAM に保存されないままで
す。コントロールサーフェスの状態は 5 秒ごとにコピーされますが、
シーンには保存されません。代わりに、コントロールサーフェスのメ
モリの NVRAM （不揮発性ランダムアクセスメモリ）に配置されます。
これは、電源がオフになってもデータを失わないタイプの RAM です。
コントロールサーフェスの電源が誤って失われた場合、これらの設
定が読み込まれ、オーディオパラメータが同じになるため、オーディ
オレベルのジャンプが回避されます。
ショーを保存すると、ショーファイルがコントロールサーフェスの内
部ソリッドステートディスクにコピーされます。これにより、次のセク
ションで詳しく説明するようにシステムを適切にシャットダウンし
た場合に、「永続的な」コピーが提供されます。番組を Midas mCloud 
アカウントに保存するオプションもあります。これにより、作業のセ
キュリティが強化され、 USB スティックを紛失した場合でも、ショー
ファイルをコンソールに復元できます。

コントロールセンターを適切にシャットダウンする
コントロールサーフェスをオフにするときは、 GUI メニューのシャット
ダウンオプションを使用することをお勧めします。 

線がボタンの外側をトレースしている間、シャットダウンを短時間
押し続けます。次に、サーフェスがシャットダウンルーチンを開始し、
画面が空白になり、 Midas ロゴが一時的に表示されます。その後、画
面がもう一度空白になり、シャットダウン手順が終了したことを示
します。システムが正しくシャットダウンされて初めて、電源スイッチ
をオフにしても安全です。シャットダウンを使用することにより、シス
テムによって維持されているショーデータのキャッシュされたコピ
ーが自動的に保存されます。次に、シャットダウンは現在の表示フ
ァイル、 NVRAM データ、およびキャッシュファイルを使用して、コント
ロールサーフェスを電源切断時とまったく同じ状態に復元します。
保存されていないショーをロードして正しいシーンに配置し、保存
されていないシーンデータをコントロールサーフェスに配置すると
ころまでです。
シャットダウンオプションを使用しない場合でも、オーディオパラメ
ータは復元されますが、表示および表示ステータス（保存済み / 未
保存）は自動的に復元できません。ショーを手動でリロードする必
要があります。保存されていない変更はすべて失われます。

Midas mCloud システム
mCloud は、すべてのショーファイルストレージを基本レベルで処理し
ます。 USB スティックを家に置いたままにしておくことを想像してみ
てください。ただし、表面で mCloud アカウントにサインインすると、す
べてのショーを 1 つの便利な場所で見ることができます。

以下は、ファイルがどのように同期されているかを示すステータス
リストです。

mCloud に接続されている場合のステータス：
•  同期 このショーのすべてのバージョンは mCloud にプッシ

ュされています。新しい mCloud バージョンはすべてコンソ
ールに同期されています。

•  保留中 コンソールに 1 つ以上の新しいバージョンが作成
されており、まもなく同期されます。

•  同期 編集は mCloud にプッシュまたは mCloud からプルされ
ています。

•  競合 コンソールとクラウドの両方で編集が行われました。
ユーザーが正しい現在のバージョンを選択するのを待っ
ています。

•  エラー 同期サービスで、このリソースを同期しようとして問
題が発生しました（mCloud との通信の問題などが原因）。

「 mCloud に接続済み」とは、コンソールが mCloud サーバーに到達で
き、現在のユーザーが mCloud 対応であり、有効なパスワード（また
は前のセッションから保存された有効なトークン）が入力されてい
ることを意味します。

オフラインの場合のステータス：
•  同期 コンソール上の最新バージョンの番組が mCloud に同

期されました。新しい mCloud バージョンは不明になります。
•  保留中 1 つ以上の新しいバージョンがコンソールで作成

されており、次にコンソールが接続されたときに同期がス
ケジュールされます。

• 同期 該当なし
• 競合 該当なし
• エラー 該当なし
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第 4 章：コントロールサーフェスについて

HD96-24 は、使い慣れたアナログスタイルのコントロールに加えて、オペレーターが使いやすいタッチスクリーンコントロールを提供できる
ようにゼロから設計されています。この巧妙な作業方法の組み合わせにより、エンジニアは誰でもこのコンソールに近づき、すぐにくつろげ
ますが、必要に応じてシステムを深く掘り下げて、複雑なルーティングと詳細な音響操作を実現できます。
表面は、確立された Midas アナログ製品で使用されているものと同様の堅牢な Midas スチールフレームシャーシ上に構築されています。すべ
ての表面は 2 つのプロセッサから制御されます。関連するすべての電源、コンピューターのマザーボード、 Wi-Fi ルーター、 Bluetooth 、メモリ、
グラフィックカードなどが表面に収納されており、背面パネルのローカル I / O コネクタをサポートするデジタルオーディオルーターボック
スも含まれています。実質的な強制空冷は、バルクヘッドと大きな（ただし動きの遅い）内部ファンによって提供されます。大型の静電容量
式タッチスクリーンは大量の情報を表示し、ワークフローに合わせてカスタマイズしてミキシングを楽しむことができます。ピンチやスワイ
プなどの携帯電話やタブレットテクノロジーからの現代のジェスチャーを使用すると、最大 10 の同時タッチポイントでパラメーター操作が
さらに高速になり、応答性が向上します。
HD96-24 システムは、色覚異常の人が見やすいように設計されています。できるだけ多くの種類の色覚異常の人にシステムが見えるように
細心の注意が払われています。

コントロールサーフェスのレイアウト
HD96-24 の表面は、 7 つの異なる領域にこぼれる可能性があるため、すべてのコントロールを手元に置いて、すばやく正確に操作できます。
領域は次の図で定義されています。

HD96-24 には、 4 つの完全に割り当て可能なフェーダーバンクがあり、 8 つのフェーダーからなる 3 つのバンクと、それぞれが個別のフルカラ
ー超高輝度 LCD ディスプレイを備えた 4 つのフェーダーを備えた 1 つのバンクに分割されています。入力、出力、 POP 、 VCA 、マトリックス、マ
スターなど、任意のセクションを任意の機能に割り当てることができます。このコンセプトにより、ユーザーはミキシングの好みに合わせて
サーフェスを完全にカスタマイズできます。
グローバルに割り当て可能なショートカット領域を使用すると、多くの単純な機能と複雑な機能を、指先でマクロスタイルのコントロール
を使用して提供できます。例：ポップグループの選択、マクロのトリガー、自動化の呼び出し。
フェーダーの上と GUI の横にある割り当て可能なコントロールは、ワークフローに合わせて完全にカスタマイズできます。カーソル矢印コン
トロールで機能をすばやく変更できます。たとえば、パンの位置を変更したり、補助制御やゲインを変更したりします。

チャネルストリップのレイアウト
バンク内の各チャネルストリップは、以下を提供します。
(1) LCD ディスプレイ - メータリング、チャネル情報、フリップステ

ータス、およびローカルパラメータ値を提供する高解像度デ
ィスプレイ。

(2) セル（フェーダーチャンネル選択） - このボタンは、 GUI か
らのパラメータの調整やチャネル詳細領域への割り当てな
ど、さまざまな操作のためにチャネルを選択します。

(3) COMP- コンプレッサーゲインリダクションメーター (GR)。
(4) 入力 - 入力メータリング。
(5) ゲート - ゲートゲイン減衰計 (GA)。
(6) ミュート - MUTE ボタンを押して、チャンネルをミュート 

(オフ) します。
(7) SOLO- SOLO を押して、チャネル信号を聞きます。
(8) レベル - フェーダーはタッチセンシティブで、 -∞ から + 

10dB (または出力バスに寄与する場合は + 6dB) のゲイン制御
を提供します。

HD96-24 基本操作
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Front and rear panel connections 

表面には、前面と背面の両方にコネクタパネルがあります。 GUI の右側にあるフロントコネクタパネルには、トークマイクと USB デバイスをそ
れぞれ接続するための XLR ソケットと USB ソケットがあります。たとえば、 USB メモリスティックを接続して、 showfile のバックアップと転送を
行うことができます。両側のアームレストの下には、 MonA と MonB にそれぞれリンクする 2 つの 6.35mm ヘッドフォンソケットがあります。

HD96-24 基本操作
グローバルに割り当て可能なショートカット 
サーフェスの中央にあるグローバル割り当て可能ショートカット領
域を使用すると、さまざまな機能をユーザーの手の届くところに配
置できます。選択ボタン付きの 12 個のフルカラー LCD ディスプレイ
は、大量の情報を表示し、ボタンを 1 回押すだけで複雑な操作を呼
び出すことができます。

ホーム
HOME キーは、ショートカット領域の下にあります。押すと、 HOME ワ
ークフローが GUI に表示されます。

タップ 
TAP ボタンは、グローバル TAP テンポ機能に割り当てられたエフェク
トのテンポを設定するために使用します。通常、正確なテンポを得
るには 8 回のタップが必要です。

矢印キー
これらの 2 つのキーは、完全にカスタマイズできるグローバルに割
り当て可能なショートカットページのさまざまなページをタブで移
動します。

おなじみのチャンネル詳細エリアは、 Config 、 Equaliser 、 Dynamics 、 
Phones 、 Talk 、 Solo 、 Monitor 、 Main Bus 、 Master のセクションを備えたハ
ンズオンコントロールに使用されます。この領域により、使い慣れた
アナログ感覚で表面を使いやすくなります。マスター、モノラル、モ
ニター A 、モニター B の 4 つの切り替え（C / O）ボタンは、フェーダー
レベルですばやく制御できるように、下のフェーダーにコントロー
ルを割り当てます。

第 5 章: システムセットアップ

機器の開梱
機器を慎重に開梱した後、後で機器を輸送する必要が生じた場合
に役立つことが判明するため、すべての梱包材を保存してください。
輸送中に損傷の兆候がないか、機器を注意深く検査してください。
梱包前に厳格な品質管理検査とテストを受けており、工場出荷時
は完璧な状態でした。ただし、機器に損傷の兆候が見られる場合
は、遅滞なく運送会社に通知してください。荷受人であるあなただ
けが、輸送中の損害について運送業者に対して請求を行うことが
できます。

I / O のラッキング
以下に詳述するラック要件に注意してください。

船外機器の正しい設置と機能を確保するには、ラックが次の一般
要件を満たしている必要があります。

ショックマウント （非インストール環境の場合） 
ラックは、適切に設計された感電保護方法を組み込むことにより、
収容するユニットに適切な感電保護を提供する必要があります。た
とえば、発泡スチロールで吊り下げられたラックや、防振マウントに
吊り下げられたフレームなどです。

換気 
HD96-24 には、コンソールの両側に吸気口があります。空気はコンソ
ール側の通気口から吸い込まれ、表面の背面にある 2 つのファンか
ら排出されます。気流が制限されていると過熱が発生する可能性
があるため、これらの気道を塞がないことが重要です。

Midas I / O ユニットは、内部の換気気流がユニットの前面から引き込
まれ、背面から排出されるように設計されています。これを容易に
するために、ラックの設計では、冷気がラック内を同じ方向に自由
に流れるようにする必要があります。つまり、ラックの前面から流入
し、後方から流出します。 Midas I / O ユニットの周囲および中を空気
が循環方向に流れる状況は防止する必要があります。 Midas は、前
面ドアと背面ドアが完全に開いているラックを使用することをお勧
めします。

あぶない
MIDAS ユニット用に設計されたもの以外の換気空気の流れ方向用
に設計されたユニットを同じラックに組み合わせないでください。こ
れを回避するために、 MIDAS 以外のユニットは別々に収納すること
をお勧めします。

ラックマウントサポート 
Midas I / O ユニットの背面は、常に背面ラックマウントサポートブラケ
ットを介してラックに固定してください。これらのブラケットはすべ
ての MidasI / O ユニットに取り付けられており、ツーリングアプリケー
ションでの使用をお勧めします。

ラックケースのハンドル 
ラックを簡単かつ安全に操作できるように、また作業に適した人数
で、ラックケーシングに十分な外部ハンドルが取り付けられている
ことを確認する必要があります。また、これらのハンドルは目的に適
合している必要があります。

ユニット後部のクリアランス 
ケーブルが最小曲げ半径を達成できるように十分な空きスペース
を提供するために、ユニットの背面に適切なクリアランスを確保し
てください。

ケーブルの固定 
ユニットの背面にあるケーブルは、レーシングバーとケーブルタイ
を使用して整理することをお勧めします。これにより、他のケーブル
の接続、ユニットのオン / オフの切り替えなどのためにユニットの背
面に最適にアクセスできるようになり、通信ステータス、リンクステ
ータス、オーディオの状態などを判断するためにユニットの LED が
最大限に見えるようになります。

接続手順
現在、システム機器を相互に接続する方法は 2 つあります。

1. 銅線（最大 100 m ）またはマルチモード（ MM ）光ファイバースネー
ク（最大 500 m ）を介して Klark TeknikDN9680 に HD96-24 表面を接続し
ます。次に、 Cat5E （最大 100 m ）を介して Klark TeknikDN9680 から I / O ボ
ックス（ DL231 など）に接続します。

2. HD96-24 の表面は、 Cat5E （最大 100 m ）を介して I / O （ DL231 など）に
直接接続されます。 

STPCat5E 定格ケーブルのみを使用する必要があります。
長さ = 100M Cate5Eイーサネットプロトコルに従ってポイントツーポイ
ント-インライン接続またはリンクがケーブル全体の長さを短くする
ことを考慮してください。

AES50 Cat5eSTP ケーブルと UTP ケーブル。
Music Tribe は、 AES50 接続に使用される Ethercon ケーブルの使用を標
準化しており、顧客はシールド付き RJ45 プラグと Ethercon シェルでの
みシールド付きツイストペア（ STP ）ケーブルを使用する必要がある
と述べています。

STP ケーブルには、電磁干渉からケーブルを保護するフォイルまた
は編組シールドという追加の利点があります。優れたフォイルまた
は編組シールド、および正しく接続されたシールドプラグとシェル
は、 AES50 接続でのドロップアウトの原因となる可能性のある静電
放電（ ESD ）からの保護にも役立ちます。

時折、シールドされた Ethercon ケーブルは、 AES50 接続には利点があ
りませんが、グランドループを支援するために一方の端でシールド
を切断したままにします。これらの接続は、 Ethercon シェルを含む両
端でシールドの連続性を備えている必要があります。これにより、放
電の処理や近隣での落雷など、 ESD の強い影響に対する最善の保
護が保証されます。

すべての AES / EBU 接続は、正しく動作するために高品質の 110ΩAES/ 
EBU ケーブルを使用する必要があります。

空気の流出

空気の流れ
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HD96-24 基本操作
システムコンポーネント
以下は、 HD ソフトウェアと現在互換性のあるシステム I / O コンポーネントのリストです。 I / O が HD96-24 システムに接続されている場合は、
最新の HD I / O ソフトウェアに更新する必要があります。アップデータはコンソールに組み込まれており、更新プロセスをガイドします。更新
後も、 I / O ボックスは Pro シリーズコンソールと互換性があります。

注： HD96-24 システムで動作するには、 I / O ボックスを更新する必要があります。 I / O ボックスとデバイスアップデータは、アップデートマ
ネージャページにあります。すべての I / O が接続されたら、 Sync I / O を押して、指示に従います。更新された I / O ボックスは、 Pro シリーズ
コンソールと完全に互換性があります。

I/O UNIT

DL231 - 切り替え可能な + 48V ファンタム電
源を備えた入力ごとに 2 つの受賞歴のあ
る Midas マイクプリアンプ 2 つの独立したフ
ェーズロックループを備えた 2 つのデュア
ル冗長 AES50 ネットワークポート 同期 24 の
電子的にバランスの取れた出力チャンネル
は、マイクプリアンプまたは AES50 ポートか
ら供給できます。

DL151 - 切り替え可能な + 48V ファンタム電
源を備えた 24 の受賞歴のある Midas アナロ
グマイクプリアンプ

DL152 -24 個のアクティブバランスの低いイ
ンピーダンスラインレベル出力

DL153 - 切り替え可能な + 48V ファンタム電
源を備えた 16 の受賞歴のある Midas アナロ
グマイクプリアンプ 8 つのアクティブバラン
スの低いインピーダンスラインレベル出力

DL154- 16 個のアクティブバランスの低い
インピーダンスラインレベル出力切り替え
可能な + 48V ファンタム電源を備えた 8 つ
の受賞歴のある Midas アナログマイクプリ
アンプ

DL155- 切り替え可能な + 48V ファンタム電
源を備えた受賞歴のある 8 つの Midas アナ
ログマイクプリアンプ 8 つのアクティブバ
ランスの低いインピーダンスラインレベル
出力 8 つの AES3 （ AES / EBU ）デジタル入力
と 8 つの

DL251- オーディオシステム I / O これは、 48 
個のマイク / ライン入力と 16 個の出力を備
えた固定構成ユニットとして提供されます。

DL252- オーディオシステム I / O これは、 16 
個のマイク / ライン入力と 48 個の出力を備
えた固定構成ユニットとして提供されます。

DN9680 経由の接続

AES50 CAT5E STP を介した接続 
(最大 100M)

HMAC マルチモードファイバー（最大 500M）または CAT 5E  
(最大 100M) を介した接続
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システムの電源を入れるには

重要な注意点：
システムの起動が完了するまで、スピーカーシステム、インイヤー、またはモニターウェッジがミュートされていることを確認してください。

すべてのシステム相互接続が完了したら、次の手順でシステムを起動します。

HD96-24 の電源を入れます

1. 2 本の主電源ケーブルを主電源コンセントに差し込みます。正しい冗長動作のために、両方の電源モジュールが HD96-24 表面に電力を供
給している必要があります。

2. メインケーブルのコネクタを HD96-24 の背面にある IEC メインソケットに差し込みます。 

3.両方の ACPOWER スイッチをオンにして、 HD96-24 表面の電源をオンにします。サーフェスが起動します。デフォルトの GUI 画面が表示される
と、使用できるようになります。

HD96-24 サーフェスをオフにするには

1. 必要なショー、シーン、または設定が保存されていることを確認します。

2. GUI で、トップバーから [メニュー] を選択し、メニューの下部にある赤い [シャットダウン] ボタンを、赤いボタンの外側を線がたどるまで押し
続けます。その後、シャットダウン手順が開始されます。

3. 画面が空白になり、 Midas ロゴが短時間表示された後、シャットダウン手順が終了したことを示す画面がもう一度空白になります。システ
ムが正しくシャットダウンされて初めて、両方の AC 電源スイッチ（表面の背面）を安全にオフにできます。

HD96-24 基本操作
I / O の直接接続

追加のローカル I / O のために 
FOH に接続された DL153

Cat5e を介した HD96-24 
のDL231 I / O ラックへの
直接接続

メインケーブルを各 PSU に接続します。各 PSU 
の AC / POWER スイッチを介して表面に電力を
供給します。必要に応じて、サーフェスは 1 PSU 
で機能できることに注意してください。
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HD96-24 基本操作
ユニットの ID を設定する
システムを接続した後、 DL231 I / O や DL15xI / O など、ラック内のユニットの ID を設定する必要がある場合があります。これは、同じユニットフ
ァミリ内の各ユニットに独自の ID が必要なためです。一意の ID 番号。

ユニット ID の変更の詳細については、 DL シリーズまたは HD のマニュアルを参照してください。

コントロールサーフェスの背面にあるコネクタパネルには、 2 つの主要なセクションがあります。左側には 2 つの主電源インレットと換気ア
センブリがあり、その下に 2 つの AC 電源スイッチがあります。右側のセクションには、スネーク / マルチコア、イーサネットコントロール、 8 つ
のアナログオーディオ入力と出力、 3 つの AES3 入力と出力、診断、ワードクロック、 TwinHDMI™ 外部モニター出力、 Midi 、トークバック（ライン
レベル入力）、 2 つの接続が含まれています。拡張カードスロットと USB ハブ。

外部インターフェースと周辺機器

このような外付け USB キーボードなど、 HD96-24 ではさまざまなデバイスを使用できます。

ミディ 標準の 5 ピンコネクタは、 MIDI IN 、 OUT 、および THRU ポートとして使用するために背面パネルに収納されています。これらは一部の  
I/O ユニット（ DL231 、 DL251 など）にも取り付けられているため、 FOH とステージの両方の場所で使用できます。

USB 2 x 4way USB3.0 ハブは HD96-24 の背面にあります。さらに、便利なファイル転送のために、 USB ポートが GUI 画面の右側にあります。フェー
ダーポートの USB 出力は、将来のフェーダーバンク拡張でのみ使用されます。

外部モニター HD96-24 の背面パネルには、追加のディスプレイを接続するための 2 つの HDMI™ 接続があります（ 1920 x 1080p 59.94Hz /  
60Hz 16:9 および 720 x 480p 59.94Hz / 60Hz 16 ： 9 をサポート）。 

イーサネットポート 表面背面のイーサネットポートは、 HD96-24 をネットワークまたは外部ワイヤレスルーターに接続するためのものです。

ウルトラネット Ultranet 対応デバイスを接続するための 2 つのポート。

第 6 章表面制御

HD96-24 は完全なマルチタッチスクリーンコントロールを備えてい
ます。これにより、ユーザーは、スマートフォンやタブレットなどの日
常的な製品と対話するための最新の方法を取り入れながら、アナ
ログコンソールを再び操作しているような感覚を得ることができま
す。デジタルコンソールがアナログコンソールよりも優れている点の 
1 つは、チャネル数がコントロールサーフェスハードウェアによって
制限されないことです。ただし、これは、いつでも特定の数のチャネ
ルのみをコントロールサーフェスに表示でき、他のチャネルは画面 
(GUI) または割り当て可能なショートカット領域に触れるだけで使
用できることを意味します。

任意の入力または出力で SEL （選択）ボタンを押すと、選択したチャ
ネルがサーフェスコントロール（タッチスクリーンウィジェットにも）
に移動します。ここから、ゲイン、 EQ 、ダイナミクス、パン位置など、多
くの一般的なパラメーターの調整を変更できます。この作業方法
は、あなたが理解し、快適に使用できるという馴染みのある感覚を
持っています。ミュートはチャンネルをオフにし、ソロはパス設定に
応じて、選択したパスのオーディオを A または B ソロバスに送信し
ます。

表面詳細領域を介したナビゲート
表面はおなじみのアナログ感でレイアウトされており、操作が簡単
です。日常の機能を実際に操作できます。すべての機能は GUI にミ
ラーリングされ、パラメーター値はタッチで強調表示されます。これ
により、選択したチャネルまたはパスにすばやく変更を加えること
ができます。

主電源と換気 オーディオ、制御、
ネットワーキング

ローカル I/O を
修正しました
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構成

HD96-24 基本操作

(1) メートル - 12 個の LED ステレオ入力メーターは -35dB から 20dB 
の信号を表示します。

(1) リンク - 現在選択されている入力チャンネルを次の入力にリ
ンクします。ノート出力は常に奇数から偶数にリンクします。
つまり、 Aux1 から 2 などです。

(2) 話す - トークバスを選択したチャネルに送信します。
(3) ゲイン - 入力チャンネルプリアンプのゲインを調整します。
(4) トリム - 入力のトリムレベルを -40 〜 20 dB, または Aux, Matrices, 

Master Buss のトリムレベルを -12 〜 6dB に調整します。
(5) HPF - 10 Hz 〜 10 kHz の範囲のハイパスフィルター (HPF) 制御。
(6) LPF - 40 Hz 〜 20 kHz の範囲のローパスフィルター (LPF) 制御。
(7) DirMute - 現在選択されているチャンネルから直接ミュートし

ます。
(8) 挿入 - 選択したチャンネルの挿入ポイントをオンにします。
(9) 48 V - 選択した入力チャネルで 48V ファンタム電源をアクティ

ブにします。
(10) Ø - 極性スイッチ。選択したチャネルの極性を 180° 変更します

(ボタンは極性を反転するだけなので、しばしば不正確に位
相反転と呼ばれます)。

(11) HPF オン - HPF をアクティブにします。
(12) LPF オン - LPF をアクティブにします。

イコライザ 

(1) オン - 選択したチャンネルのイコライザーをオンにします。
(2) ゲイン - 各帯域の範囲は ±16.2dB です。
(3) 頻度 - 16 Hz 〜 25kHz の周波数範囲としての各帯域。
(4) 幅 - EQ バンドの幅または Q は 0.3 から 5.3 に変更できます。
(5) 形状 - バンド 4 の形状を変更します。入力の場合、形状オプ

ションには、ベル、ブライト、クラシック、ソフトが含まれま
す。出力の場合、 Shape ボタンには、シェルフ,  LP 6 dB,   
LP 12 dB, およびベルモードがあります。

(6) 形状 - バンド 1 の形状を変更します。入力の場合、形状オプ
ションには、ベル、ディープ、クラシック、およびウォームが含
まれます。出力の場合、 [シェイプ] ボタンには、シェルフ、 
HP 6 dB 、 HP 12 dB 、およびベルモードがあります。

ダイナミクス

(1) コンプレッサー GR メーター - コンプレッサー (Comp) ゲイン
リダクションメーター (範囲 -1 dB 〜 – 23 dB)。

(2) GATE GA メーター - ゲートゲイン減衰器メーター範囲  
(-1 dB 〜 -34 dB)。

(3) SEL Comp - 選択したチャンネルのコンプレッサー設定を選択
します。

(4) オン - 選択したチャンネルのコンプレッサーをオンにします。
(5) SEL ゲート - 選択したチャンネルのゲート設定を選択します。
(6) オン - 選択したチャンネルのゲートをオンにします。
(7) モード - コンプレッサー (Corrective, Adaptive, Creative, Vintage) ま

たはゲート (Gate または Ducker) のモードを選択します。
(8) 攻撃 - ゲートまたはコンプのアタック設定を制御します。
(9) ホールド - ゲートのホールド値を制御します。ホールドは、ゲー

トのリリース部分が開始するまでゲートが開いている時間です。

(10) リリース - ゲートとコンプのリリース特性を制御します。 
(11) 範囲 / 比率 - 範囲はゲートに関連し、ゲートが閉じていると

きに通過できる信号の量を制御します。これは、ゲートが閉
じているときにドライドラムの音の一部を通過させるために
ドラムで役立ちます。比率はコンプに関連しています。しきい
値ポイントを 1dB 超えるごとに 3 ： 1 の比率設定を使用する
と、信号は 3dB だけ下げられるか圧縮されます。

(12) しきい値 - ゲートが開くか、圧縮が開始されるポイントを調
整します。

(13) 膝 - 圧縮ニーの設定を変更します（ハード、ミディアム、また
はソフト）。 

(14) メイクアップ - コンプレッサーの出力にゲインを追加します。
これにより、メイクアップゲインを増やしてゲインリダクショ
ンの量に一致させることにより、オンとオフのときにコンプ
レッサーのレベルのバランスをとることができます。（範囲 0 
dB 〜 24 dB）。

(15) サイドチェーン周波数 - 特定の周波数範囲をより厳密に制御
するために、ゲートまたはコンプのサイドチェーンがリッスン
する周波数を設定します。 

(16) オン - ゲートまたはコンプのサイドチェーンをオン / オフにします。
(17) 聞く - 選択したサイドチェーン周波数をソロバスに送信して

監視し、周波数を正確に調整します。 
(18) 幅 - ゲートとコンプの側鎖の幅を変更します（ 0.1 Oct, 0.3 Oct,  

1 Oct, 2 Oct ）。

電話

(1) 電話 A - レベルコントロール。
(2) 電話 B - レベルコントロール。
(3) 電話 A - 消音ボタン。
(4) 電話 B - 消音ボタン。
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トーク

(1) トークゲイン - サーフェストークマイク入力のゲインを調整
します。

(2) トークマイク - ローカルトークマイク用の XLR入力。
(3) Talk INT （内部） - トークマイクを内部トークバスに送信でき

るようにします。たとえば、トークマイクをチャンネルに送信
して信号の流れをテストするために使用できます。

(4) EXT （外部）と話す - ローカルトークマイクを ExtTalk にルーテ
ィングできるようにします。 

(5) OSC INT - 選択した内部バスのオシレータをアクティブにしま
す。 

(6) OSC EXT - オシレーターを ExtTalk バスに送信します。これは、モ
ニターのパッチ適用ページで Ext Talk をチャネルにパッチする
ことにより、必要に応じてオシレーターをチャネルに送信す
るために使用できます。

ソロ

(1) A PFL - 入力チャンネルがソロ A バスを介してプリフェーダー
リッスンによって聞こえていることを示します。

(2) B PFL - 入力チャンネルがソロ B バスを介してプリフェーダー
リッスンによって聞こえていることを示します。

(3) A PFL - ソロ A バスを介してプリフェーダーリッスンで出力チャ
ンネルが聞こえていることを示します。

(4) B PFL - 出力チャンネルがソロ B バスを介してプリフェーダー
リッスンによって聞こえていることを示します。

(5) 追加 (A) - A ソロバスで一度に複数の入力チャンネルを聞くこ
とができます。

(6) 追加 (B) - B ソロバスで一度に複数の入力チャンネルを聞くこ
とができます。

(7) クリア (A) - 現在のソロ選択をすべてクリアします。
(8) クリア (B) - 現在のソロ選択をすべてクリアします。

メインバス

(1) パン - ステレオフィールド内の信号の位置を制御します。
(2) 遅延 - 選択したチャンネルの遅延時間を調整します。
(3) モノラル - モノバスへのセンドを調整します。
(4) ステレオ - 選択したチャンネルをステレオバスに送信します。
(5) オン - 選択したチャンネルのディレイタイムをオンにします。
(6) モノラル - 選択したチャンネルをモノバスに送ります。

HD96-24 基本操作
モニター

(1) アウトスワップ - A と B のモニターバスを完全に交換します。
つまり、 A が B になり、その逆も同様です。たとえば、これに
より、必要に応じて、パッチを再適用することなく、インイヤ
ーモニターバスでウェッジモニターミックスを聞くことがで
きます。

(2) トークバック - リアラインレベルのトークバック入力をモニタ
ー A バスに直接入力できます。

(3) トークバック - リアラインレベルのトークバック入力をモニタ
ー B バスに直接入力できます。

(4) ST - ステレオバスをモニター A バスにルーティングします。
(5) ST - ステレオバスをモニター B バスにルーティングします。
(6) DIM A - モニター A バスのレベルを 6dB 下げます。 
(7) DIM B - モニター B バスのレベルを 6dB 下げます。 
(8) ミュート - モニター A バスをミュートします。
(9) ミュート - モニター B バスをミュートします。
(10) メータリングの監視 - ステレオ 20LED メーター, -36 dB 〜 21dB 。
(11) モニター B メータリング - ステレオ 20LED メーター, -36 dB 〜 21dB 。
(12) レベルを監視する - レベルコントロール。最大レベル 10dB。

(13) モニター B レベル - レベルコントロール。最大レベル 10dB。
(14) C / O- モニター A レベルコントロールを真下のフェーダーに送

り、簡単に調整できるようにします。 
(15) C / O- モニター B レベルコントロールを真下のフェーダーに送

り、簡単に調整できるようにします。 

主人

(1) マスターミュート - マスターステレオバスをミュートします。
(2) モノミュート - モノバスをミュートします。
(3) マスターメーター - ステレオ 20LED メーター、 -36 dB 〜 21dB 。
(4) モノメーター - ステレオ 20LED メーター、 -36 dB 〜 21dB 。
(5) マスターステレオバスレベル - レベルコントロール。最大レ

ベル 10dB 。
(6) モノバスレベル - レベルコントロール。最大レベル 10dB 。
(7) C / O - マスターステレオバスのレベルコントロールを真下のフ

ェーダーに送信して、簡単に調整できるようにします。 
(8) C / O - モノバスレベルコントロールを真下のフェーダーに送

り、簡単に調整できるようにします。 
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HD96-24 寸法

1028

352

352

719

技術仕様
処理

入力処理チャネル 144 フレキシチャンネル
出力処理チャネル 96 フレキシ Aux 出力, 24 マトリックス, ステレオバス, モノバス

内部効果エンジン 
24 x エフェクトスロット (最大 96 エフェクト)

32x ステレオマルチバンドコンプレッサー
96x ステレオダイナミックイコライザー

ポイントツーポイントルーティングマトリックス 622 x 652

信号処理 64 ビット浮動小数点
D / A コンバーター 24 ビット, 96 kHz, 128 倍のオーバーサンプリング 
A / D コンバーター 24 ビット, 96 kHz, 128 倍のオーバーサンプリング 
サンプリング周波数 96 kHz

I / O レイテンシ (表面入力から出力) 1.34 ミリ秒

入力オーディオ処理 

デュアルスロープハイパスフィルターとローパスフィルター
真相フィルター制御 
3 つのシェルフモードを備えた 4 バンドパラメトリック EQ

4 モードクリエイティブ入力コンプレッサー
入力ゲートまたはダッカー
処理順序の変更による挿入ポイントのオン / オフ
調整可能なレベルとポイントの処理ピックを備えた直接出力
入力の遅延補正された Aux リターンモード
送信ごとに 5x タップオフポイント

出力オーディオ処理 

シェルフ / HP / LP オプション付きの出力 4 バンドパラメトリック EQ

4 モードのクリエイティブ出力ダイナミクス
処理順序の変更による挿入ポイントのオン / オフ
調整可能なレベルと処理タップオフポイントを備えた直接入力

混合制御支援 

12 x トークグループ
12 x ミュートグループ
24 x 表面人口グループ
24 x VCA 関連の母集団グループ
シーンスナップショットの自動化

コネクタ

Midas マイクプリアンプ 8 x XLR バランス
バランス出力 8 x XLR バランス
トークバックコネクタ 1 x XLR バランス
トークコネクタ 1 x XLR バランス
ヘッドホンコネクタ 2 x 1⁄4" TRS (ステレオ)

デジタル AES3 入力 / 出力 (XLR) 2/2

AES50 ポート (Klark Teknik SuperMAC, 100 Mbit / s) 4

ヘビ (銅)  EtherconXLR の 2x HyperMac (192 チャンネルの双方向デジタルオーディオ)

ヘビ (繊維) OpticonXLR の 2x HyperMac (192 チャンネルの双方向デジタルオーディオ)

CM1 拡張スロット 2 x スロット (AES50, DANTE, MADI, および USB 用の CM1 モジュール)

ウルトラネット 2 x Ultranet ポート (ポートあたり最大 16 のデジタル出力)

ワードクロック IN BNC, TTL レベル, 96 kHz 方形波, インピーダンス 75 オームを受け入れます
ワードクロック OUT BNC, TTL レベル, 96kHz 方形波を提供
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コネクタ

AES3 同期入力 1 x 3 ピン XLR 

AES3 同期出力 1 x 3 ピン XLR 

外部 (イーサネット) コネクタ Ethercon XLR 

出力を監視する 2 x HDMI (1920 x 1080p 59.94Hz/60Hz 16:9 & 720 x 480p 59.94Hz/60Hz 16:9 サポート)

USB3.0 タイプ A ハブ 4 x 5 V ⎓ 900 mA

USB 3.0 タイプ A (フェーダーポート拡張) 4 x 5 V ⎓ 900 mA

USB 2.0 タイプ A (前面データ) 1 x 5 V ⎓ 500 mA

診断ポート シリアルポート
ミディ イン、アウト、スルー 5 ピン MIDIDIN ソケット
ランプ 2 x 12 V DC 5 W4 ピン
電源スイッチ付きの IEC メインソケット 2

入出力特性

表面入力インピーダンス 10 kΩ

ノンクリップ最大入力レベル +24 dBu

入力ゲイン -22.5 dB 〜 + 65 dB

ファンタム電源 (入力ごとに切り替え可能) +48 V

トークマイクインピーダンス 5 kΩ

トークマイクゲイン +15 dB 〜 + 60 dB

トークマイクの最大レベル +6 dB

トークバックインピーダンス 20 kΩ

トークバックゲイン ∞0 〜 + 10 dB

トークバック最大レベル +21 dBu

表面出力インピーダンス 50 Ω

表面出力ゲイン 0 dB

表面出力最大レベル +21 dBu

ダイナミックレンジ 106 dB, 22 Hz 〜 22 kHz, 重み付けなし 
最大電圧利得 サブグループとマスターへの 100dB 入力, Aux とマトリックスへの 106dB 入力 
1kHz でのクロストーク -100dB の物理的に隣接する入力チャネル 
10kHz でのクロストーク -90dB の物理的に隣接する入力チャネル 
フェーダー / パンは 1kHz でカットオフ -100 dB 

フェーダー / パンは 10kHz でカットオフ -100 dB 

ヘッドフォンの出力インピーダンス 10Ω

ヘッドホンの最大出力レベル +21 dBu
ディスプレイ

表示画面 21 インチ LCD 高輝度 1920 x 1080 ピクセル, キャプティブタッチスクリーン,  
最大 10 回の同時タッチ

LCD 情報ディスプレイ 41 x フルカラー LCD 情報ディスプレイ, 24 mm x 24 mm (サイズ), 240 x 240 px 

入力メーター (数量 30) 12 セグメント -35dBu 〜  + 20 dBu 

出力メーター (数量 7) 20 セグメント -36dBu 〜  + 21 dBu 

チャネルコンプメーター (数量28) 5 セグメント -24dBu 〜-1 dBu

チャネルゲートメーター (数量28) 5 セグメント -34dBu 〜-5 dBu

コンプメーター (数量 1) 12 セグメント- 23dBu 〜-1 dBu

ゲートメーター（数量 1） 12 セグメント-34dBu 〜-1 dBu

技術仕様
コントロール

100 mm 電動フェーダー 8 + 8 + 8 + 4

タッチセンシティブロータリーコントロール 66

カスタムコントロール
完全に割り当て可能なロータリーコントロール
完全に割り当て可能なバックライト付きボタン

28 + 8
28 + 8 + 12

ヘッドフォンコントロール A と B, 最小から最大 
トーク トークゲイン最小から最大 

Wi-Fi

アンテナ 内部デュアルバンド
IEEE 802.11 a/b/g/n a/b/g/n デバイスをサポート
周波数範囲 2412-2462 MHz / 5.15 〜 5.850GHz の動作は地域によって異なります
最大出力電力 20 dBm (5 GHz 範囲を使用)

ブルートゥース

バージョン 4.0 EDR および LE

力 20 dBm

互換性 GAP, SDN, PAN, SPP, IAP, HFP 1.5, GATT, ATTR, IAP, A2DP, ACRP をサポートします.
最大通信範囲 典型的な 30 メートル

力

スイッチモード電源 2 x オートレンジ 100-240V (50/60 Hz)

消費電力 2 x 650 W

電流 最大 9A
物理的

動作温度範囲 5 °C から 45 °C (41°F–113°F()

保管温度範囲 -20 °C から 60°C (-4°F–140°F)

寸法 (H x W x D) 352 x 1028 x 719 mm (13.9 x 40.5 x 28.3")

重量 43.2 kg (95.0 ポンド)
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その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:  
ユニットをパワーソケットに接続する前
に、各モデルに対応した正しい主電源を
使用していることを確認してください。
ユニットによっては、230 V と 120 V の 
2 つの違うポジションを切り替えて使う、
ヒューズの格納部を備えているものが
あります。正しくない値のヒューズは、
絶対に適切な値のヒューズに交換されて
いる必要がありま す。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様
のお近くにないときは、musictribe.com の 
“Support” 内に列記されている、お客様の国
の Music Tribe ディストリビューターにコン
タクトすることができます。お 客様の国
がリストにない場合は、同じ musictribe.com 
の “Support” 内にある “Online Support” でお客
様の問題が処理できないか、チェックし
てみてください。あるいは、商品を返送
する前に、musictribe.com で、オンラインの
保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コー
ドを接続する前に、本製品に適切な電圧
を使用していることをご確認ください。
不具合が発生したヒューズは必ず電圧お
よび電流、種類が同じヒューズに交換す
る必要があります。

その他の重要な情報






