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安全にお使いいただくために

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｡
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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 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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1.  はじめに
Dante は標準 Ethernet IP ネットワークを通じてオーディオを
伝送することを目的に設計された、高性能デジタルメディア 
プロトコルです。WING-DANTE カードにより、シングルまたは
冗長 Ethernet 接続を通じて、WING コンソールと Dante 対応
機器ネットワークとの間で最大 64 x 64 オーディオチャンネ
ルを共有できます。DANTE プロトコルは、既存の 100 Mbit/s 
or 1 Gbit/s のワイヤーネットワークインフラを使用して、非
常に安定した、低レイテンシーの通信をおこない、多様な
プロフェッショナル アプリケーションで、複数の場所・機
器間での複数チャンネルのオーディオ伝送を統合できるよ
うにします。 

2.  インストール
WING-DANTE カードを WING コンソールの拡張スロットに装
着する前に、コンソールのファームウェアがカードに対応し
ていることを、当社ウェブサイト (behringer.com) でご確認く
ださい。WING-DANTE をご使用する場合、WING ファームウェ
アはバージョン 1.08 以上が必要です。ぜひ定期的にコンソ
ールの製品ページをご覧になり、ファームウェアのアップデ
ートをご確認ください。
警告 – 必ずコンソールの電源スイッチをオフにしてか
ら、WING-DANTE カードをコンソールに装着してください。
電源がオンになっていると、故障や感電の危険がありま
す。 
1. ミキサーの電源がオフになっていることをご確認くだ

さい。
2. スロットを固定している、左右の2つのネジを緩め、ス

ロットカバーを外す、または現在装着しているカードを
取り外して、安全な場所に置いてください。

3. 保護バッグからWING-DANTE カードを取り出す前
に、コンソールの接地メタルシャーシに触れ、精密電
子部品に悪影響を及ぼす静電気を除去してください。
カードはフェイスプレートまたは2つの小ハンドルでお
持ちいただき、決して回路基板の部品に直接触れない
でください。

4. カードの両端をスロット内側のガイドレールに合わ
せ、カードをスロットへ注意深く挿入します。特別大き
な力を入れなくても、カードをスライドできます。カー

ドの接点が、内部のコネクターにきちんと挿入される
よう、カードをスロットに完全に挿入します。するとネ
ジ穴の位置は自然と重なります。

5. 付属のネジまたは元のカードを固定していたネジを使
って、カードを固定します。カードがきちんと固定され
ていない場合、損傷や故障の原因となります。

6. 元々装着されていたカードを取り外した場合
は、WING-DANTE が入っていた保護バッグに取り外した
カードを入れ、安全な場所に保管してください。

3.  必須要件.
PC ハードウェアおよびソフトウェア要件の詳細
は、audinate.com にて最小システム要件をご参照
ください。
(Dante Virtual Soundcard ドライバーは、audinate.com よりオプ
ションでご利用いただけます）

4.  コネクタープレート

• • 2 つのコネクターは、Neutrik EtherCON と互換です。
• • ACT/LINK LED (緑色) は、有効な IP ネットワークが存在

する時に緑色に点灯します。 
• • 1 G LED (黄色) は 1 GBit/s ネットワークで使用されてい

る時に点灯します。
• • 小ハンドル× 2 (St) は、拡張カードをスロットから取り

外す際に使用します。 
• • 外部ネジ ×2 は、カードをスロットに固定するための

ネジ (M3 x 6 サイズ)。
• • 皿ネジ ×3 は、PCBA をブラケットに固定するネジで

す。決して取り外さないでください！
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5.  接続例
5.1  WING-DANTE.の.Dante.ネットワー
クへの接続.
WING  ネットワークルーター1  PC および その他の 
Dante 対応オーディオ機器 (Danteカードを装備したジェネリ
ックデジタルコンソールなど) 
1Dante ネットワークとの使用に適したネットワークルーターに関しては、 
audinate.com をご参照ください。

PC では 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の Dante Controller 

アプリを起動
b) 両ミキサー・全オーディオチャンネルのレコーディン

グ／プレイバックのため、Dante Virtual Soundcard (DVS) 
を起動

c) ミキサーのネットワーキングポートにセカンダリー
コネクターをパッチングしてミキサーの編集または
制御するため、アプリケーションを起動

5.2  WING-DANTE.と.PC / Mac.および.
Dante Virtual Soundcard のストレート接続.
DVS2 で最大 64 x 64 チャンネルのレコーディング／プレイ
バック
2Dante Virtual Soundcard の使用およびライセンスにつきまして
は、audinate.com をご参照ください。

Behringer WING

Router/Switch

Primary
Secondary

Laptop
Other digital mixer 
with Dante option

Behringer WING

Laptop
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5.3  WING-DANTE.冗長ネットワークインフラ.
WING  それぞれ独立でワイヤリングした、2 台のルーター 
 2 台目のWING、X32 またはその他の Dante 対応機器

WING (DANTE 冗長ネットワークインフラ)

Dante Controller で Wing-Dante カードを選択し、機器 
Network Config タブを開いて、‘Switched’ から ‘Redundant’ 
に変更します。

Behringer WING

Secondary

Secondary

Primary

Primary

Behringer WING

Router/Switch

Router/Switch
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5.4  WING-DANTE.と.Dante.オプション装備の
Midas HD96-24

6.  WING.セットアップ
6.1  ルーティング
WING メインディスプレイ画面に隣接するROUTING ボタンを
押し、Routing の一般画面にアクセスします。Input Group 
メニューを押し、リストから WING-DANTE を選択します。全 
64 チャンネルの名称、スクリブルストリップ詳細やタグなど
が編集できます。

Routing 画面上方にあるアイコンで、入力または出力を選択
します。このスクリーン内でのルーティングはコンソール視
点からになりますので、Outputs を選択すると、Dante ネット
ワークへ信号をルーティングします。出力ルーティングを
編集する際は、必ずアンロックアイコンを押してください。
画面を Inputs に変更すると、Dante ネットワークからのリタ
ーン信号を、入力チャンネルか、または直接物理的出力に
ルーティングします。
audinate.com で取扱説明書の完全版と、FAQ およびフォーラ
ムにて Dante Controller および Dante Virtual Soundcard アプリ
ケーションの構成に関する情報をご参照ください。

Cat 5/6 AES50 
@ 48 kHz
64 x 64 channels

Cat 5/6 Ethernet
@ 48 kHz Dante
64 x 64 channels

Midas Console

Router/Switch

Laptop for con�guration 
or audio I/O via DVS

Network of 
Dante-enabled 
equipment

Behringer WING with 
WING-DANTE Card



9 WING-DANTE 取扱説明書

6.2  同期
クロック同期を含む全カード設定は、Dante Controller アプリ
ケーションで調節します。ネットワークで使用するマスター
ワードクロックソースの選択は必須で、WING の内部クロッ
クまたは WING-DANTE クロックのいずれかを選択します。 

カードをマスターに設定する

この例では ‘Preferred Master (推奨マスター)’ を選択していま
すが、‘Slave to External Word Clock (外部ワードクロックのスレ
ーブにする)’ にはチェックしていません。

WING.内部クロックをマスターに設定する
この例では、‘Preferred Master (推奨マスター)’ および ‘Slave 
to External Word Clock (外部ワードクロックのスレーブにする)’ 
の両方にチェックが入っています。 

いずれのクロック設定でも、WING-DANTE カードは Dante 
Controller アプリで特定のチップ名で表示されますので
ご注意ください (例：BKLYN-II-06f732)。コントローラーの 
Device View ウィンドウで名称変更できます。

7.  Audinate.ソフトウェアツール
Dante Controller
Dante Controller は Audinate の提供するソフトウェアアプリ
ケーションで、Dante ネットワーク周辺のオーディオの構成
やルーティングができます。Windows PC や OSX 10.5 以降の 
Apple Mac でご利用いただけます。Dante Controller で信号ル
ーティングやクロックの変更をおこなうには、Dante ネッ
トワークのうちの 1 つ以上の 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。Dante Controller は、ネットワー
ク上の Dante 機器間でオーディオ伝送ができるように、あら
かじめ構成されている状態では不要です。

Dante Virtual Soundcard
Dante Virtual Soundcard は、PC または Mac を Dante 対応機
器に変えるためのソフトウェアアプリケーションで、Dante 
オーディオトラフィックを、標準 Ethernet ポートを使用して
伝送できます。
ハードウェアを追加する必要はありません。Windows 
では、Dante Virtual Soundcard は Steinberg 社の ASIO オーデ
ィオインターフェイスを使用し、ASIO または WDM に対応
したオーディオアプリケーションで使用します。Mac OSX 
では、Dante Virtual Soundcard は標準 Core Audio インターフェ
イスを使用し、ほとんどのオーディオアプリケーションで
使用できます。
audinate.com にて、これらアプリケーションのダウンロード
およびライセンスに関する情報をご参照ください。
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