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コントロール

(1) 入力 – 3.5 mm TS コネクタ付きのケーブルを使用
して、デュアルパラレル INPUT ジャックを介して入
力信号をフィルタバンクにルーティングします。

(2) ローパス – このノブは、固定周波数ローパスフィ
ルターのレベルを制御します。ローパスフィルタ
ーは、低周波数のバンドパスフィルターと相互作
用します。

(3) バンドパスフィルター – これらの 12 個のノブは
制御します 固定周波数、高Qバンドパスの出力
レベル フィルタ。レベルコントロールは、マークさ
れた周波数を中心とした周波数のレベルを下げ
ることができます。ローパスフィルターとハイパ
スフィルターを含む 14 個のフィルターすべて並
列であり、相互作用して許可します 音楽の音色と
共鳴の制御.

(4) ハイパス – このノブは、固定周波数ハイパスフ
ィルターのレベルを制御します。ハイパスフィル
ターは、高周波バンドパスフィルターと相互作用
します。

(5) 出力 – 3.5 mm TS コネクタ付きのケーブルを使
用して、フィルタリングされた信号をデュアル
OUTPUT ジャックを介してモジュールから配線し
直します。  
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電源接続

914 FIXED FILTER BANK モジュールには、標準の Eurorack 電源
システムに接続するために必要な電源ケーブルが付属し
ています。次の手順に従って、モジュールに電源を接続し
ます。モジュールをラックケースに取り付ける前に、これ
らの接続を行う方が簡単です。

1. 電源装置またはラックケースの電源を切り、電源ケ
ーブルを外します。 

2. 電源ケーブルの 16 ピンコネクタを電源装置または
ラックケースのソケットに挿入します。コネクタには
ソケットの隙間に合うタブが付いているので、間違
って挿入することはできません。電源装置にキー付
きソケットがない場合は、必ずピン 1 (-12 V) をケー
ブルの赤いストライプに向けてください。

3. モジュールの背面にあるソケットに 10 ピンコネク
タを挿入します。コネクタには、正しい方向に向け
てソケットと位置合わせするタブがあります。

4. 電源ケーブルの両端をしっかりと取り付けたら、 
モジュールをケースに取り付けて電源を入れ 
ます。

インストール 

必要なネジは、ユーロラックケースに取り付けるための
モジュールに含まれています。取り付ける前に電源ケーブ
ルを接続してください。

ラックケースによっては、ケースの長さに沿って2 HP間
隔で配置された一連の固定穴、または個々のネジ付きプ
レートをケースの長さに沿ってスライドできるトラックが
存在する場合があります。自由に動くネジ付きプレート
により、モジュールを正確に配置できますが、ネジを取り
付ける前に、各プレートをモジュールの取り付け穴とほぼ
同じ位置に配置する必要があります。

モジュールを Eurorack レールに押し付けて、各取り付け
穴がネジ付きレールまたはネジ付きプレートと揃うよう
にします。開始の途中でネジを取り付けます。これによ
り、すべてのネジを揃えながら、位置を微調整できます。
最終位置が決まったら、ネジを締めます。
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技術仕様 イコライゼーショングラフ

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。

各フィルターノブを一度に1つずつ最大に設定して測定さ
れた等化曲線：

すべてのフィルターノブを最大に設定して測定された等
化曲線：
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信号接続
入力 2 x 3.5 mm パラレルジ

ャック, AC 結合
インピーダンス 30 kΩ , 不平衡
最大入力レベル +20 dBu @ 1 kHz

出力 2 x 3.5 mm パラレルジ
ャック, AC 結合

インピーダンス < 600 Ω, 不平衡
最大出力レベル +10 dBu

コントロール
ローパスフィルタ 1 x ロータリーノブ

ピーク周波数 100 Hz

スロープ 24 dB/oct.

フィルタバンク 12 x ロータリーノブ
タイプ バンドパスフィルター
周波数帯 125, 175, 250, 350, 500, 

700, 1000, 1400, 2000, 
2800, 4000, 5600 Hz

レベルの低下 -3 〜 -80 dB, 調整可能

Q 7

ハイパスフィルタ 1 x ロータリーノブ
ピーク周波数 7.5 kHz

スロープ 24 dB/oct.

システム
ねじれ < 0.1% @ 1 kHz, 0 dBu

ノイズ < -80 dBu,  
22 Hz 〜 22 kHz

パワー
電源 Eurorack

現在の抽選 60 mA (+12 V),  
70 mA (-12 V)

物理的
寸法（H x W x D） 42 x 142 x 129 mm  

(1.7 x 5.6 x 5.1")

ラックユニット 28 HP

重量 0.26 kg (0.57 lbs)
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