DN32-DANTE
Audinate Dante Expansion Module with up to 32 Bidirectional Channels

V 1.0
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クイックスタートガイド

DN32-DANTE
安全にお使いいただくために

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。

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。

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。

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。

9.

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。

法的放棄

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。

限定保証

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。
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警告
以下の警告に従わないと、火災
や感電により死亡または重傷を
負う可能性があります。
カードをインストールする前に､ ホスト
デバイスのオーナーズマニュアルまたは
klarkteknik.com を参照して、ホストデバイ
スがこのカードをサポートしていること､
および他の Midas またはサードパーティと
組み合わせてインストールできるカード
の数を確認する必要があります。パーテ
ィーカード。
•

•

カードを分解したり改造したりしないでくだ
さい。ボードコネクタやその他のボードコン
ポーネントに過度の力を加えないでくださ
い。ボードの取り扱いを誤ると、感電、火災
の危険、または機器の故障につながる可能
性があります。

このカードを取り付ける前に、感電の危険を
なくすために、電源ケーブルを本体から外し
てください。

注意
以下の注意事項を守らないと、
怪我をしたり、機器やその他の
財産に損害を与える可能性があります。
•

•

クイックスタートガイド
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カードを取り扱うときは、ボードの金属
リード（ピン）に触れないでください。
ピンは鋭利で、怪我をする可能性があ
ります。

カードは静電気に敏感です。カードを取
り扱う前に、本体の金属ケースに素手で
軽く触れて、体から静電気を逃がしてく
ださい｡ Music Tribe は、不適切な取り扱
いや使用によって生じたデータの損失、
機器の損傷、または怪我について責任
を負いません。

1. 前書き

Dante は、標準のイーサネット IP ネットワーク

を介してオーディオを配信するように設計さ
れた高性能デジタルメディアプロトコルです｡
DN32-DANTE カードを使用すると、該当する Midas
デジタルミキサーで、単一または冗長イーサネッ
ト接続を介して、最大 32 x 32 チャネルのオーデ
ィオを Dante 対応デバイスのネットワークと共有
できます。Dante プロトコルは、100M bit / s または
1G bit / s の既存のネットワークインフラストラク
チャを使用して、複数の場所またはデバイスファ
ミリ間でマルチチャネルオーディオ配信を統合
するさまざまなプロフェッショナルアプリケーシ
ョン向けに、非常に安定した低遅延の伝送を提
供します。

2. インストール

DN32-DANTE カードをコンソールの拡張スロットに
インストールする前に、klarkteknik.com をチェック

して、コンソールファームウェアがそのカードを
サポートしているかどうかを確認する必要があり
ます。コンソールのファームウェアアップデートに
ついては、コンソールの製品ページを定期的に確
認することをお勧めします。
注意 – DN32-DANTE カードをコンソールに取り付
ける前に、コンソールの電源スイッチがオフにな
っていることを確認する必要があります。そうし
ないと、誤動作や感電が発生する可能性があり
ます。

1.

ミキサーの電源がオフになっていることを確
認してください。

2. スロットを固定している左右の 2 本のネジ

を緩め、スロットカバーまたは現在取り付け
られているカードを取り外して安全な場所に
保管します。

3.

DN32-DANTE カードを保護バッグから取り出

す前に、静電気放電が敏感な電子部品に影
響を与えるのを防ぐために、コンソールの接
地された金属シャーシに触れることをお勧
めします。通常、カードをフェースプレートま
たは 2 つの小さなハンドルで保持することを
お勧めしますが、回路基板上のコンポーネン
トに直接触れないでください。
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4. カードの両端をスロット内のガイドレールに

合わせ、カードをスロットに慎重に挿入しま
す。かなりの抵抗なしにスライドするはずで
す。カードをスロットに完全に押し込み、カ
ードの接点が内部のコネクタに正しく挿入さ
れていることを確認します。

5.

付属のネジを使用してカードを固定します。
カードを固定しないと、破損や誤動作が発
生する場合がありますのでご注意ください。
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3. 要件

推奨されるオペレーティングシステム:
ウィンドウズ:

最小ハードウェア:

Windows ベース - Core 2 Duo CPU、2 GHz
応用		
		

マック		
		

-イーサネットポート
-1 GB RAM
-1.5 GHz CPU
-イーサネットポート
-512 MB RAM

Windows 7 32 ビットまたは 64 ビ
ット、Windows 832 ビットまたは
64 ビット
マック:
10.6.8 Snow Leopard、
10.7.5 Lion、10.8 Mountain Lion
Dante Controller アプリケーションは audinate.com
Windows:

で無料で提供されています。

audinate.com でオプションの Dante 仮想サウンド
カードアプリケーション。

5. 接続シナリオ
5.1 DN32 を備えた M32-DanteTM ネットワーク
への DANTE 接続
M32 →ネットワークルーター 1 → PC およびその
他の Dante 対応オーディオデバイス (例: Dante
カード付きの汎用デジタルコンソール)

Dante ネットワークで使用するのに適したネットワークルー
ターに関するアドバイスについては、audinate.com にアクセ
スしてください｡
1

ここで、PC は 3 つのタスクを同時に実行します。

a) 信号ルーティングのために Dante Controller
アプリを実行する

4. コネクタプレート

b) M32 リモコン用の X32-Edit アプリを実行し
ます

c)

•
•
•
•
•
•

LED が統合された 2 x RJ45 コネクタ
有効な IP ネットワーク接続が存在する場合､
ACT / LINK LED (緑色) が緑色に点灯します｡
1 GBit / s ネットワークで使用すると 1 G LED
(黄色) が点灯します。

拡張カードをスロットから取り外すための 2
x 小さなハンドル (St)

カードをスロットに固定するための 2 x 外ネ
ジ (M3 x 6 サイズ）。

両方のミキサーのすべてのオーディオチャン
ネルの録音/再生のために、Dante Virtual
Soundcard、DVS を実行します

MIDAS M32

Laptop

Secondary

Primary

Router/Switch

PCBA をブラケットに固定する 3 x 皿ネジ。こ
れらを削除しないでください!

Digital mixer with Dante card
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5.2 DN32 を搭載した M32-PC / Mac および
Dante 仮想サウンドカードへの DANTE スト

5.4 DN32-DN9650 + CM1 Dante カードを介
した MidasPRO2 への DANTE 接続を備えた
X32

レート接続
DVS2, 最大 32 x 32 チャンネルの録音 / 再生用
2

Dante Virtual Soundcard の使用とライセンスに関するアドバ

イスについては、audinate.com にアクセスしてください。

MIDAS Console

MIDAS M32

MIDAS M32
with DN32-DANTE
Cat 5/6 AES50
@ 96 kHz
24 x 24 channels

Laptop

Cat 5/6 Ethernet
@ 48 kHz Dante
32 x 32 channels

5.3 DN32 を備えた M32-DANTE 冗長ネットワ
ークインフラストラクチャ

KLARK TEKNIK DN9650

M32 ➝ 独立した配線を備えた 2 つの別々のル
ーター ➝ M32 + DL16

Primary

Cat 5/6 Ethernet,
Dante network @48 kHz

Primary
Router/Switch

Router/Switch

MIDAS M32
Secondary

MIDAS M32
Secondary

Router/Switch

DL16
DANTE 冗長ネットワークインフラストラクチャを備えた M32

Dante Controller ネットワーク構成タブの「Switched」を
「Redundant 」に変更します

AES50

Laptop
for configuration
routing and mixer
remote control

Network of Dante-enabled equipment
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5.5 64 の同時トラックを録音するための
DVS への DN32-DANTE 接続を備えた 2 つの
M32 コンソール
•

•

•

両方のコンソールに DN32-DANTE カードがイン
ストールされている必要があります。コンソ
ールAの DN32-DANTE イーサネットポートの 1
つを、コンソール B に取り付けられているカ
ードに接続します。
コンソール B の 2 番目のポートを、DAW-PC
/ Mac に直接接続するか、DAW がアクセスで
きるネットワークルーターを介して接続しま
す。このリンクは、両方のコンソールとの間で
64 チャネルすべてを伝送します。

ヒント: コンソールのイーサネットリモートコ
ントロールは、同じネットワーク上で実行で
きます。この例のコンソール A のリモート制
御では、コンソールAのリモートコネクタを
DN32-DANTE の空きポートに接続する短いパ
ッチケーブルを使用するだけで十分です。コ
ンソール B の DN32-DANTE の両方のポートが
すでに使用されているため、ネットワークル
ーターに別のケーブルをパッチする必要が
あります。

•

Dante Virtual Soundcard ドライバーのコントロー

•

Dante Controller アプリケーションを実行し
て、仮想チャネルパッチベイを構成し、Dante
Virtual Soundcard とコンソールの間でチャネル

6. ミキサーのセットアップ

次の 4 つの M32 画面は、DN32-DANTE とカードと
の間の信号の構成に関係しています。
•

セットアップ/カード画面には、DN32-DANTE
カードが正しく取り付けられている場合のグ
ラフィックが表示され、セットアップに関する
アドバイスが提供されます。

•

SETUP / config ページは、同期ソースを選択し、

•

ROUTING / ホームページでは、DN32-DANTE カー

ルパネルを開き、オンにします。

をルーティングします。

Midas M32
Console A

上部の「グローバル」領域にステータスイン
ジケータを表示します（通常、DN32-DANTE
カードの場合は「C」である必要があります）｡

Router
(optional)

Laptop/DAW
Midas M32
Console B
64 の同時トラックを録音するための DVS への DN32-DANTE 接続を備えた 2 つの M32 コンソール

ドから入力チャネル処理への信号のパッチ
を適用できます。(例: Aux In のチャネル 1~4)
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•

ROUTING / card out ページは、Dante ネットワーク

クイックスタートガイド

次の例でクロックステータスマスター用に設定さ
れている M32 回線を参照してください。

コントローラーに提供されるチャネルブロッ
クを選択します。(例: AES50 ポート A からの8
つのローカル出力と 3 x 8 の信号)

このアプリケーションでは、
「スレーブから外部
ワードクロック」のチェックボックスがオフになっ
ていることに注意してください。
代替同期:

内部クロックをマスタークロックとして使用しま
す。この場合、Setup / Config ページは次のようにな
ります。

Dante Controller アプリから DN32-DANTE カードにル
ーティングされた信号は、コンソールのルーティ
ング/ホームページで入力チャネルルーティング
にパッチを適用するために使用できます。Dante
同期

ネットワーク用にマスターワードクロックソース
を選択する必要があります。DN32-DANTE ブルック
リン IIVCXO クロックは、非常に低ジッターを提供
します。この場合、Setup / Config ページは次のよう
になります。

ステータスバーに「C: 44 K1」と緑色のライトが表
示され、44.1 kHz がカードに正しく同期されている
ことに注意してください。

2 番目の緑色のライト「C: Dante」は、DN32-DANTE

カードが正しく取り付けられていることを示しま
す。Dante Controller アプリは、このアプリケーショ
ンで DN32-DANTE VCXO クロックを使用するように
ネットワークを構成します。

Controller および Dante Virtual Soundcardアプリケー
ションの構成に関するドキュメント、FAQ、および

フォーラムのアドバイスの包括的なセットについ
ては、audinate.com を参照してください。

ステータスバーに「L 44K1」と 2 のローカル (内部)
クロックの緑色のライトが表示されていることに
注意してください。

2 番目の緑色のライト「C: Dante」は、DN32-DANTE
カードが正しく取り付けられていることを示し
ます。
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技術仕様

このアプリケーションでは、Dante Controller を
｢Slave to External Word Clock｣ 用に構成する必要があ
ります。この例でマスターとして構成されている
M32 回線を参照してください。

コネクタ

RJ45､ ギガビットイーサネット 1 GBit / s､
｢PRIMARY」および「SECONDARY｣

2

入出力特性

入力/出力チャンネル

32/32
44.1 kHz / 48 kHz
24 ビット PCM

サンプルレート

サンプルの単語の長さ
づくクロック同期、オンボードの高
品質 Dante ネットワーククロック

Dante デバイスの名前を「デバイスビュー」に変更
デフォルトでは、DN32-DANTE カードはコントロー
ラーアプリに「BKLYN-II-06f732」と表示される場合
があります。最後の 6 桁は、カードのイーサネッ
ト MAC アドレスの一部を表します。ただし、コン

システムオーディオの遅延は、Dante
Controller のネットワーク構成によっ
て異なります

トローラのデバイスビューでは、ネットワークデ
バイスにわかりやすい名前を割り当てることがで
きます。以下の例を参照してください。

デュアル入力ギガビットイーサネッ
トポート

1 Gbit / s イーサネットリンク、ソケッ
ト内の LED インジケータ
システム要求

PC ハードウェア、最小

ダンテコントローラー

Dante Controller は、Audinate が提供するソフトウ
ェアアプリケーションであり、ユーザーが Dante

ネットワークを介してオーディオを構成およびル
ーティングできるようにします。これは、Windows
を実行している PC および OSX 10.5 を実行してい
る Apple Mac で使用できます。ネットワーク内の
信号ルーティングまたはクロッキングを変更す
るには、Dante コントローラーを Dante ネットワー
ク上の 1 台以上の PC / Mac コンピューターにイン
ストールする必要があります。ネットワークを介
して Dante デバイス間でオーディオを実行するた
めに、すべてが事前構成されている場合、Dante
Controller は必要ありません。

0.25 ミリ秒、0.5 ミリ秒、1 ミリ秒、
または 5 ミリ秒
イーサネットスイッチモードまたは Dante 冗長モード

インジケータ

イーサネットリンク、ソケットの LED
イ ンジケータ、ネットワークアクテ
ィビティで点滅

7. ソフトウェアツールの監査

コンソール「ローカル」
または
Dante ネットワーククロック
｢DN32-DANTE｣

IEEE1588 PTP（高精度時間制御）に基

Dante バーチャルサウンドカード
Dante Virtual Soundcard は、PC または Mac を Dante

対応デバイスに変え、標準のイーサネットポー
トを使用して Dante オーディオトラフィックを
送受信できるようにするソフトウェアアプリケ
ーションです。追加のハードウェアは必要あり
ません。Windows では、Dante Virtual Soundcardは
Steinberg の ASIO オーディオインターフェイスを
使用し、ASIO または WDM をサポートするすべ
てのオーディオアプリケーションで使用できま
す。Mac OSX では、Dante Virtual Soundcard は標準の
Core Audio インターフェイスを使用し、ほとんどす
べての標準のオーディオアプリケーションで使
用できます。
これらのアプリケーションのダウンロードとラ
イセンスに関する詳細なアドバイスについて
は、audinate.com にアクセスしてください。

PC ハードウェア、最小
Windows アプリケーション、*推奨
(ASIO および WDM オーディオデバイ
スインターフェイス）

Mac OSX アプリケーション（Intel CPU
のみ、PPC サポートなし、Core Audio）

2 LED、緑
2 LED、琥珀色
ダンテコントローラー
アプリ

CPU 1 GHz RAM 512MB デ
ィスプレイ 1024 x 768

有線イーサネットイン
ターフェース

CPU 1 GHz RAM 512MB デ
ィスプレイ 1024 x 768

有線イーサネットイン
ターフェース

XP SP332 ビット*
Win732- / 64 ビット
Win832- / 64 ビット
Mac OSX 10.6.8、 10.7.5
、10.8、10.9

Dante バーチャルサウンド
カード

CPU デュアルコア RAM 1 GB
有線イーサネットインター
フェイス、32 x 32 @ 48kHz を
超えるチャネル数には 1GB /
s が必要
CPU デュアルコア RAM 1 GB
有線イーサネットインター
フェイス、32 x 32 @ 48kHz を
超えるチャネル数には 1GB /
s が必要
Win7 32- / 64 ビットWin832- /
64 ビット
Mac OSX 10.5､ 10.6.8､ 10.7.5､
10.8､ 10.9

Audinate は Audinate Pty Ltd の登録商標です。Dante は Audinate Pty Ltdの商標です。Mac は Apple Incの商標です。Windows は米国に
おける Microsoft Corporation のその他の国の登録商標です。他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。Audinate 製品
は、1 つ以上の米国特許 7747725、8005939、7978696、8171152、および保留中または発行済みの他の特許によって保護されています｡
www.audinate.com/ patents を参照してください。
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その他の重要な情報
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。

クイックスタートガイド
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