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962 SEQUENTIAL SWITCH

Legendary Analog CV Multiplexer 
Module for Eurorack

(JP) コントロール

(1) トリガー出力 – それぞれのステージがアクティ
ブなときはいつでも､ 3.5 mm TS ケーブルを介して
トリガー出力を送信します｡ 隣接する LED が点灯
して、アクティブなステージを示します。

(2) トリガーボタン – ステージを可能にします  
手動で選択。

(3) トリガー入力 – 他のモジュールからのトリガーを
3.5 mm TS ケーブルで接続して、 特定のステージ
をアクティブにすることができます。

(4) シフト – トリガーを 3.5 mm TS ケーブルを介して
接続して、シーケンスの次のステージをアクティ
ブにすることができます｡ 962 を使用して 960 で 
16 または 24 ステップのシーケンサーを作成する
場合､ このジャックは通常､ 960 の最初のステー
ジの OUT ジャックに接続されます。

(5) SIG IN – アクティブなステージに応じて､ 入力の 
1 つが OUTPUT ジャックにルーティングされます｡ 
3 つの入力すべてが使用される場合､ モジュール
は 3 段階でシフトします｡ 最初の場合のみ 2 つ
の入力が使用され､ シフトはステージ 1 と 2 の
間で交互になります｡ これらの入力は通常､ 960 
の出力セクションに接続されます。

(6) 出力 – 3.5 mm TS ケーブルを介して出力を別のモ
ジュールに送信します。

電源接続
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がしっかりと取り付けられ
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､ 各プ
レートは､ モジュールの取り付け穴とほぼの関係で配置
する必要があります。ネジを取り付ける前に。
モジュールをユーロラック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。最終的な位置が確立されたら､ 締めますネ
ジを締めます。
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技術仕様

入力  
信号入力

タイプ 3.5 mm ジャック､ DC 
結合

インピーダンス >50 kΩ、不平衡
最大入力レベル +10 V

トリガー入力

タイプ 3.5 mm ジャック、AC 
結合

インピーダンス >3 kΩ、不平衡
最大入力レベル +5 V
最小スイッチング
しきい値 + 3.5V トリガー

シフト入力

タイプ 3.5 mm ジャック、DC 
結合

インピーダンス 10 kΩ、不平衡
最大入力レベル +5 V
最小スイッチング
しきい値 +1.5 V

出力  
信号出力

タイプ 3.5 mm ジャック、DC 
結合

インピーダンス <1 kΩ、不平衡
最大出力レベル +10 V

トリガー出力

タイプ 3.5 mm ジャック、DC 
結合

インピーダンス <2.5 kΩ、不平衡
最大出力レベル +5 V、アクティブハイ

コントロール  
チャンネルトリガー
ボタン

ステージを手動で選
択する

力  
電源 ユーロラック

現在の抽選 40 mA（+12 V）、 
20 mA（-12 V）

物理的  

寸法 31 x 40 x 129 mm 
(1.2 x 1.6 x 5.1")

ラックユニット 8 HP
重量 0.09 kg（0.2 ポンド）
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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。


