ControlSpace

Engineered Sound Processor
ESP-880A
ESP-880AD
ESP-1240A
ESP-1240AD

設置ガイド

pro.Bose.com
安全上の留意項目および使用方法をよく読み、いつでも参照
できるように保管してください。
本製品は、専門の施工業者による設置のみを想定した製品です。本書は、一般的な固定
設置システムにおける本製品を対象に、基本的な設置と安全上のガイドラインを施工業
者様に提供します。設置する前に、本書とすべての安全に関する警告をお読みください。
ご自身で製品を修理しないでください。修理が必要な際には、正規サービスセンター、
ボーズ認定の施工業者、技術者、ディーラーまたはディストリビューターにお問い合わせ
ください。Bose Professionalにご連絡いただくか、お近くのディーラーまたはディストリビュー
ターを見つけるには、pro.Bose.comにアクセスし、Knowledgeをクリックしてください。
1. このガイドをよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意事項に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. 清掃の際は乾いた布を使用してください。
7. 通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
8. ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置（アンプを含む）の近く
には設置しないでください。
9. 極性プラグを使用する場合、極性プラグや接地極付きプラグの安全機能を損なうよ
うな使い方はしないでください。極性プラグには2つの端子があり、片方の端子がもう
一方の端子よりも幅が広くなっています。また、接地極付きプラグには2つの端子に加
え、接地用のアース棒が付いています。極性プラグの広い方の端子および接地極付き
プラグのアース棒は、お客様の安全を守る機能を果たします。製品に付属のプラグが
お使いのコンセントに合わない場合は、電気工事業者などにご相談ください。
10. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電源プラグ
やテーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意ください。
11. 必ず製造元より指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
12.
製造元の指定する、または製品と一緒に購入されたカート、スタンド、三
脚、ブラケット、または台以外の使用は避けてください。カートを使用する
場合、製品の載ったカートを移動する際には転倒による負傷が起きない
よう十分注意してください。
13. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
14. 修理が必要な際には、カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らか
の損傷が生じた場合、例えば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への落
下、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、直ちに
電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

警告／注意
この記号は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可
能性があることを示します。
この記号は、このガイドに製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項
目が記載されていることを示します。
のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適
していません。

安全上の重要な注意事項
規制に関する情報
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
WARNING: This is a class A product.In a domestic environment this product may cause radio interference
in which case the user may be required to take adequate measures.
This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the
interference at their own expense.
Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to
operate this equipment.
Shielded cables are required to maintain regulatory compliance.
This product meets all EN55103-2 immunity requirements for E2 electromagnetic environment.
This product conforms to all applicable EU directive requirements.The complete declaration of
conformity can be found at Bose.com/compliance
This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be
delivered to an appropriate collection facility for recycling.Proper disposal and recycling helps
protect natural resources, human health and the environment.For more information on
disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the
shop where you bought this product.

中国で制限されている有害／危険物質の表
有害／危険物質または成分の名称および含有に関する情報
有害／危険物質および成分
ポリ臭化
鉛
水銀 カドミウ 六価クロ
ポリ臭化ジフェニ
ビフェニル
（Pb）
（Hg）
ム（Cd） ム（CR(VI)）
ルエーテル（PBDE）
（PBB）
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O

各部の
名称
基板
金属部分
プラスチッ
O
O
O
O
O
ク部分
スピーカー
X
O
O
O
O
ケーブル
X
O
O
O
O
この表は、SJ/T 11364の規格に沿うように作成されています。
O: 該当部分のすべての素材に含まれる物質がGB/T 26572の制限要件
を下回っていることを示します。
X: 該当部分の一部の素材に含まれる物質がGB/T 26572の制限要件を
上回っていることを示します。

O
O
O

台湾で制限されている有害／危険物質の表
台灣 BSMI 限用物質含有情況標示
設備名稱：聲音處理器， 型號：812862, 812872, 812806, 812848

ボーズ製品を設置する際は、必ず地域と業界指導の安全基準に従ってください。各地域
の建築に関する条例や規制など、適用される全ての法律に従って本製品およびそのマ
ウントシステムを設置することは施工業者の責任です。本製品を設置する前に、各地域
の管轄官庁に相談してください。
重量物の不安定な設置や頭上への吊り下げは、重傷または死亡、および設備機器等へ
の損傷の原因となります。適用する設置方法の信頼性を評価することは、施工業者の責
任です。適切な機材、安全な設置技術に関する知識を持つ専門の施工業者のみが、頭上
へのスピーカーの設置を行うことができます。
結露の可能性がある場所に製品を設置しないでください。
この製品は屋内の水を使用するエリア（屋内プール、屋内ウォーターパーク、浴室、サウ
ナ、スチームサウナ、屋内スケートリンクなど）での設置または使用を意図していません。
火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や液体のある場所、湿度の高い場所で製品
を使用しないでください。IPX4-9に準拠した製品には適用されません。
火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を製品
の上や近くに置かないでください。
許可なく製品を改造しないでください。
インバータ電源は使用しないでください。
車内や船上などで使用しないでください。
プラグを主電源コンセントに接続する前にアース接続を行うか、コンセントに保護アース
接続が組み込まれていることを確認してください。
Denmark: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til
stikproppens jord.
Finland: Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Norway: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Sweden: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置にある
コンセントに接続してください。
バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎などの過度な温度にさらされるような場所
で保管しないでください。
注意: 取り付け用部品は必ずラックメーカーの推奨品を使用してください。
空気の流れが妨げられる恐れがあるため、製品を壁のくぼみや密閉された家具の中に
は置かないでください。
暖炉、ラジエーター、暖房送風口、その他の熱を発する装置（アンプを含む）の近くにブラ
ケットを取り付けたり、本製品を設置したりしないでください。
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限制物質及其化學符號
裝置

鉛
(Pb)

汞
(Hg)

鎘
(Cd)

六價鉻
(Cr+6)

多溴化聯苯
(PBB)

多溴聯苯醚
(PBDE)
O

印刷電路板

-

O

O

O

O

金屬零件

-

O

O

O

O

O

塑膠零件

O

O

O

O

O

O

揚聲器

-

O

O

O

O

O

連接線

-

O

O

O

O

O

備註 1：「O」 表示限制物質的濃度百分比含量未超過參考值。
備註 2：「–」 表示限制物質屬於豁免項目範圍。
控えとして、製品の情報を以下の欄にご記入ください。
シリアル番号: _______________________________________
モデル番号: _______________________________________
製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「7」は2007年または2017年です。
Bose Corporation: 1-877-230-5639
メキシコにおける輸入元:Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de
Chapultepec, 11000 México, D.F.輸入元およびサポート情報: +5255(5202) 3545
EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North
Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City
104, Taiwan +886-2-2514 7676
保証情報
保証の内容および条件につきましては、付属の保証書をご覧ください。
保証の詳細については、pro.Bose.comをご覧ください。
Dante™はAudinate Pty Ltd.の商標です。Armはアメリカ合衆国および他の国々のArm Limited（ま
たはその関連会社）の登録商標です。©2018 Bose Corporation.本書のいかなる部分も、書面に
よる事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

日本語• 3

目次
はじめに

pro.Bose.com

5

製品の特長....................................................................................................................................................................................................... 5
別売アクセサリー............................................................................................................................................................................................ 6

製品概要

7

ESP-880A...................................................................................................................................................................................................... 7
フロントパネル......................................................................................................................................................................................... 7
リアパネル................................................................................................................................................................................................ 7
ESP-880AD................................................................................................................................................................................................... 8
フロントパネル......................................................................................................................................................................................... 8
リアパネル................................................................................................................................................................................................ 8
ESP-1240A..................................................................................................................................................................................................... 9
フロントパネル......................................................................................................................................................................................... 9
リアパネル................................................................................................................................................................................................ 9
ESP-1240AD................................................................................................................................................................................................ 10
フロントパネル....................................................................................................................................................................................... 10
リアパネル.............................................................................................................................................................................................. 10

ハードウェアの設置

11

1.ControlSpace Designerのダウンロードとインストール..............................................................................................................11
2.内容物の確認.......................................................................................................................................................................................12
3.プロセッサーのラックへの取り付け.................................................................................................................................................13
4.アナログオーディオ機器の接続.......................................................................................................................................................13
5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続.............................................................................................................. 14
6.Dante対応機器の接続..................................................................................................................................................................... 14
7.GPIO機器の接続................................................................................................................................................................................15
8.ネットワーク接続..................................................................................................................................................................................16
9.電源の接続...........................................................................................................................................................................................16
10.ControlSpace Designerを使用した設定..................................................................................................................................16

メンテナンス操作

17

ファームウェアおよびソフトウェアのアップグレード..................................................................................................................................17
電池の交換......................................................................................................................................................................................................17
故障かな？と思ったら...................................................................................................................................................................................17

技術仕様

19

ESP-880A.....................................................................................................................................................................................................19
ESP-880AD..................................................................................................................................................................................................21
ESP-1240A...................................................................................................................................................................................................23
ESP-1240AD................................................................................................................................................................................................25
ソフトウェアライセンスの開示.....................................................................................................................................................................26

4 •日本語

ControlSpace ESP-880A/880AD/1240A/1240AD •設置ガイド

pro.Bose.com

はじめに

はじめに
Bose ControlSpace ESP-880A/ESP-880AD/ESP-1240A/ESP-1240AD engineered sound processorは、
8 × 8/12 × 4のアナログオーディオとBose AmpLink出力を備えたオープンアーキテクチャ構造のDSPで、小規模な独立シ
ステムから大規模なネットワーク化されたシステムまで幅広い用途に対応できます。48 kHz/24ビットのオーディオ変換に対応
した高度なデジタル信号処理、超低ノイズ、低レイテンシー動作などの機能を備え、高精度なサウンドシステムを実現できます。
Bose ControlSpace Designerソフトウェアを使用することで、内部構成の設計と制御が可能になります。Bose
ControlSpace Designerソフトウェアに装備されたオートマチックマイクミキサー、マルチバンドグラフィックEQ、パラメトリッ
クEQ、ボーズスピーカーライブラリー、シグナルジェネレーター、ルーター、ミキサー、AGC、ダッカー、ゲート、コンプレッサー、
ソースセレクター、ディレイなどの多くのモジュールにより、様々な固定設備システムに必要とされる信号処理を高度なレベル
で実施します。
本体にはRS-232、5系統の制御入力、5系統の制御出力といった接続性を備え、さらにAmpLinkを搭載しているボーズアンプ
にデジタルオーディオを送信する8チャンネルのBose AmpLinkを備えています。また、ESP-880AD/ESP-1240ADには、
32 × 32 Dante™オーディオネットワーキング接続を備え、設定および制御用のEthernetポートをフロントパネルとリアパネル
に備えています。さらに、ESP-880AD/ESP-1240ADは、CrestronやAMXなどの業界標準の制御システムとの統合をサポー
トし、さらにControlCenterゾーンコントローラーやモバイル機器からのワイヤレス制御を実現するControlSpace Remote
など、互換性のあるBose製エンドユーザコントロールを使用できます。

製品の特長
高品質のアナログ回路: マイクおよびラインレベルのI/Oを装備し、超低ノイズおよび115dBのダイナミックレンジで動作し
ます。
高度なデジタル信号処理: サンプルレート48 kHz／24ビットのオーディオをサポートし、浮動小数点方式のオープンアー
キテクチャDSPを使用しています。また、低レイテンシー動作により高精度なサウンドシステムを実現できます。
Danteオーディオネットワーキング内蔵: 32 × 32のオーディオチャンネルをサポートし、他のDante対応製品と接続が可
能です（ESP-880AD/ESP-1240ADのみ）。
Bose AmpLink出力を装備: AmpLinkが搭載されたボーズアンプにデジタルオーディオを送信します。
Bose ControlSpace Designerソフトウェア: オートマチックマイクミキサー、マルチバンドグラフィックEQ、パラメトリック
EQ、ボーズスピーカーライブラリー、シグナルジェネレーター、ルーター、ミキサー、AGC、ダッカー、ゲート、コンプレッサー、
ソースセレクター、ディレイなどの多彩な信号処理モジュールを使用できます。
フロントパネルのRJ-45 Ethernet接続: この接続により、リアパネルのネットワークポートでネットワークパススルーを有効
にしながら、機器ごとに設定とモニタリングを行うことができます（ESP-880AD / ESP-1240ADのみ）。
多彩なコントロールオプション: ControlSpace ESP製品は、プログラミングが可能なBose CC-64およびCC-16コント
ローラー、ControlCenterゾーンコントローラー、およびControlSpace Remoteと互換性があります。
業界標準の制御システムに対応: 内蔵のRS-232ポートおよびEthernetポートを介して包括的なシリアルプロトコルを使用
します。

設置ガイド • ControlSpace ESP-880A/880AD/1240A/1240AD
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別売アクセサリー
ESP-880A、ESP-880AD、ESP-1240A、およびESP-1240ADプロセッサーは、ボーズ製のプログラミング可能なコントロー
ラーやシンプルな音量／ゾーンコントローラーに対応しています。これらのプロセッサーでは、次のインターフェースを使用でき
ます。
モデル

パーツ番号

注記

ControlSpace CC-64 control center

PC 041760

ボーズのネットワーク接続対応ハードウェアを
ネットワーク制御することが可能です。

ControlSpace CC-16 zone
controller

PC 041761

CC-16ポートを使用。1台のBose ESP
engineered sound processorで、最大15台ま
で使用可能です。

ControlSpace CC-4 room
controller

PC 042023

GPIポートを使用。5系統の制御入力と1つのグラ
ウンド接続が必要です。

ControlSpace CC-3D control center

PC 079061（米国向け、白）
PC 079047（米国向け、黒）
PC 079053（欧州向け、白）
PC 079058（欧州向け、黒）
PC 079041（日本向け、白）
PC 079064（日本向け、黒）

Ethernetポートを使用します。追加のPowerover-Ethernet（PoE）スイッチが必要です。

ControlSpace CC-2D control center

PC 079063（米国向け、白）
PC 079043（米国向け、黒）
PC 079071（欧州向け、白）
PC 079049（欧州向け、黒）
PC 079066（日本向け、白）
PC 079046（日本向け、黒）

Ethernetポートを使用します。追加のPowerover-Ethernet（PoE）スイッチが必要です。

ControlSpace CC-1D control center

PC 079059（米国向け、白）
PC 079051（米国向け、黒）
PC 079042（欧州向け、白）
PC 079070（欧州向け、黒）
PC 079062（日本向け、白）
PC 079060（日本向け、黒）

Ethernetポートを使用します。追加のPowerover-Ethernet（PoE）スイッチが必要です。

A/B切替機能付ボリュームコントロー
ラー

PC 041967

GPIポートを使用。2つの制御入力と1つのグラウ
ンド接続が必要です。

ボリュームコントローラー

PC 041966

GPIポートを使用。1つの制御入力と1つのグラウ
ンド接続が必要です。
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製品概要

製品概要
ESP-880A
フロントパネル
q

q LEDインジケーター:
POWER:

緑色: 電源オン、通常動作

電源または不具合の状態を表示します。

黄色: 起動中
赤色: エラー（故障かな？と思ったらを参照）
SIGNAL:

すべてのオーディオ入出力チャンネルの信号の 緑色: 信号あり（–60 dBFS～–20 dBFS）
状態をシグナリングの優先度順に示します。
黄色: 最適な信号レベル（-20 dBFS～-2 dBFS）
精密なメータリングやゲイン操作を行うには、
ControlSpace Designerソフトウェアを使用して 赤色: クリッピングを検出（-2 dBFS～0 dBFS）
接続します。

ETHERNET:

Ethernetポートの接続状態を表示します。

緑色: Ethernetリンク確立
黄色: 送信／受信動作中

SERIAL:

CC-16ゾーンコントローラーまたはRS-232機器の 緑色: CC-16コントローラーのコマンド送信
シリアルコマンド状態を表示します。
黄色: CC-16コントローラーのコマンド受信
赤色: RS-232の送信／受信動作中

リアパネル
q

q

i

w

r

y

u

t

e

q オーディオ入出力: マイク／ラインレベル入力およびラインレベル出力バランスアナログオーディオ信号
詳しくは、4.アナログオーディオ機器の接続を参照。

w AmpLink出力ポート: AmpLinkが搭載されたBose製アンプと使用するためのEthernet接続。
詳しくは、5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続を参照。

e シリアル番号
r RS-232ポート: 5線RS-232（DTE）シリアルインターフェース接続。
t 電源入力: 電源コード接続（IEC 60320-C14インレット）
y ネットワークポート: 最大15台のControlCenterインターフェースを接続できるEthernetネットワーク接続。
詳しくは、5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続を参照。

u CC-16コネクター: 最大15台のCC-16ゾーンコントローラーを接続できるRS-485ネットワーク接続。
詳しくは、5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続を参照。

i 制御入出力: 汎用制御用の5系統の入力と5系統の出力。詳しくは、7.GPIO機器の接続を参照。
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ESP-880AD
フロントパネル
q

w

q LEDインジケーター:
POWER:

緑色: 電源オン、通常動作

電源または不具合の状態を表示します。

黄色: 起動中
赤色: エラー（故障かな？と思ったらを参照）
SIGNAL:

すべてのオーディオ入出力チャンネルの信号の 緑色: 信号あり（–60 dBFS～–20 dBFS）
状態をシグナリングの優先度順に示します。精密 黄色: 最適な信号レベル（-20 dBFS～-2 dBFS）
なメータリングやゲイン調整を行うには、
赤色: クリッピングを検出（-2 dBFS～0 dBFS）
ControlSpace Designerソフトウェアを使用して
接続します。

ETHERNET: Ethernetポートの接続状態を表示します。

緑色: Ethernetリンク確立
黄色: 送信／受信動作中

SERIAL:

CC-16ゾーンコントローラーまたはRS-232
機器のシリアルコマンド状態を表示します。

緑色: CC-16コントローラーのコマンド送信
黄色: CC-16コントローラーのコマンド受信
赤色: RS-232の送信／受信動作中

w Ethernetポート: フロントパネルからネットワーク接続するためのRJ-45ポート。詳しくは、8.ネットワーク接続を参照。
リアパネル
q

q

i

w

r

y

u

t

e

q オーディオ入出力: マイク／ラインレベル入力およびラインレベル出力バランスアナログオーディオ信号
詳しくは、4.アナログオーディオ機器の接続を参照。

w AmpLink出力ポート: AmpLinkが搭載されたBose製アンプと使用するためのEthernet接続。
詳しくは、5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続を参照。

e シリアル番号
r RS-232ポート: 5線RS-232（DTE）シリアルインターフェース接続。
t 電源入力: 電源コード接続（IEC 60320-C14インレット）
y Danteポート（プライマリーおよびセカンダリー）: Dante機器を接続するためのEthernetポート。
詳しくは、6.Dante対応機器の接続を参照。

u CC-16コネクター: 最大15台のCC-16ゾーンコントローラーを接続できるRS-485ネットワーク接続。
詳しくは、5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続を参照。

i 制御入出力: 汎用制御用の5系統の入力と5系統の出力。詳しくは、7.GPIO機器の接続を参照。
8 •日本語
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製品概要

ESP-1240A
フロントパネル
q

q LEDインジケーター:
POWER:

緑色: 電源オン、通常動作

電源または不具合の状態を表示します。

黄色: 起動中
赤色: エラー（故障かな？と思ったらを参照）
SIGNAL:

すべてのオーディオ入出力チャンネルの信号の
状態をシグナリングの優先度順に示します。精密
なメータリングやゲイン調整を行うには、
ControlSpace Designerソフトウェアを使用して
接続します

ETHERNET: Ethernetポートの接続状態を表示します。

緑色: 信号あり（–60 dBFS～–20 dBFS）
黄色: 最適な信号レベル（-20 dBFS～-2 dBFS）
赤色: クリッピングを検出（-2 dBFS～0 dBFS）
緑色: Ethernetリンク確立
黄色: 送信／受信動作中

SERIAL:

CC-16ゾーンコントローラーまたはRS-232
機器のシリアルコマンド状態を表示します。

緑色: CC-16コントローラーのコマンド送信
黄色: CC-16コントローラーのコマンド受信
赤色: RS-232の送信／受信動作中

リアパネル
q

q

i

w

r

y

u

t

e

q オーディオ入出力: マイク／ラインレベル入力およびラインレベル出力バランスアナログオーディオ信号
詳しくは、4.アナログオーディオ機器の接続を参照。

w AmpLink出力ポート: AmpLinkが搭載されたBose製アンプと使用するためのEthernet接続。
詳しくは、5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続を参照。

e シリアル番号
r RS-232ポート: 5線RS-232（DTE）シリアルインターフェース接続。
t 電源入力: 電源コード接続（IEC 60320-C14インレット）
y ネットワークポート: 最大15台のControlCenterインターフェースを接続できるEthernetネットワーク接続。
詳しくは、5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続を参照。

u CC-16コネクター: 最大15台のCC-16ゾーンコントローラーを接続できるRS-485ネットワーク接続。
詳しくは、5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続を参照。

i 制御入出力: 汎用制御用の5系統の入力と5系統の出力。詳しくは、7.GPIO機器の接続を参照。
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製品概要

ESP-1240AD
フロントパネル
q

w

q LEDインジケーター:
POWER:

緑色: 電源オン、通常動作

電源または不具合の状態を表示します。

黄色: 起動中
赤色: エラー（故障かな？と思ったらを参照）
SIGNAL:

すべてのオーディオ入出力チャンネルの信号の 緑色: 信号あり（–60 dBFS～–20 dBFS）
状態をシグナリングの優先度順に示します。精密 黄色: 最適な信号レベル（-20 dBFS～-2 dBFS）
なメータリングやゲイン調整を行うには、
赤色: クリッピングを検出（-2 dBFS～0 dBFS）
ControlSpace Designerソフトウェアを使用して
接続します。

ETHERNET: Ethernetポートの接続状態を表示します。

緑色: Ethernetリンク確立
黄色: 送信／受信動作中

SERIAL:

CC-16ゾーンコントローラーまたはRS-232
機器のシリアルコマンド状態を表示します。

緑色: CC-16コントローラーのコマンド送信
黄色: CC-16コントローラーのコマンド受信
赤色: RS-232の送信／受信動作中

w Ethernetポート: フロントパネルからネットワーク接続するためのRJ-45ポート。詳しくは、8.ネットワーク接続を参照。
リアパネル
q

q

i

w

r

y

u

t

e

q オーディオ入出力: マイク／ラインレベル入力およびラインレベル出力バランスアナログオーディオ信号
詳しくは、4.アナログオーディオ機器の接続を参照。

w AmpLink出力ポート: AmpLinkが搭載されたPowerMatchアンプと併用するためのEthernet接続。
詳しくは、5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続を参照。

e シリアル番号
r RS-232ポート: 5線RS-232（DTE）シリアルインターフェース接続。
t 電源入力: 電源コード接続（IEC 60320-C14インレット）
y Danteポート（プライマリーおよびセカンダリー）: Dante機器を接続するためのEthernetポート。
詳しくは、6.Dante対応機器の接続を参照。

u CC-16コネクター: 最大15台のCC-16ゾーンコントローラーを接続できるRS-485ネットワーク接続。
i

詳しくは、5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続を参照。
制御入出力: 汎用制御用の5系統の入力と5系統の出力。詳しくは、7.GPIO機器の接続を参照。
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ハードウェアの設置
ControlSpace ESP-880A、ESP-880AD、ESP-1240A、またはESP-1240AD engineered sound processorを初めて
セットアップするには、次の手順に従ってください。各手順の詳細については、後続のセクションを参照してください。
1.

ControlSpace Designerソフトウェアの最新バージョンをダウンロードしてインストールします。

2.

プロセッサーとその他の付属品を取り出します。

3.

プロセッサーをラックに設置します。

4. アナログオーディオ機器を接続します。
5.

ControlCenter、AmpLink、シリアル制御の各機器をすべて接続します。

6.

ESP-880ADまたはESP-1240ADを使用する場合は、Danteネットワーク機器を接続します。

7.

GPIO機器を接続します。

8.

システムをネットワークに接続します。

9.

付属の電源コードを使用してプロセッサーを電源コンセントに接続します。

10. ControlSpace Designerソフトウェアでプロセッサーを設定します。

1.ControlSpace Designerのダウンロードとインストール
ControlSpace processorを使用するには、pro.Bose.comにアクセスして、ControlSpace Designerソフトウェアの最新
バージョンをダウンロードしてインストールしてください。このダウンロードには、製品のファームウェア、最新のアルゴリズムに
加え、システム設計者や施工業者がこのプロセッサーで高品位なオーディオシステムを構成する際に役立つ詳細なヘルプシ
ステムが含まれています。
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2.内容物の確認

この製品には、次の内容物が含まれています。すべての品目について配送時の損傷がないかを点検し、問題が見つかった場合は
Bose Professionalの担当者までご連絡ください。

ESP-880A

品目

ESP-880AD ESP-1240A ESP-1240AD

ControlSpace processor

1

1

1

1

電源コード

1

1

1

1

4

4

6

6

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ケーブル結束バンド

11

11

11

11

設置ガイド

1

1

1

1

ユーロブロックコネクター
（緑、6ピン、
アナログオーディオ入力用）

ユーロブロックコネクター
（オレンジ、6ピン、
アナログオーディオ出力用）

ユーロブロックコネクター
（緑、6ピン、制御入力用）

ユーロブロックコネクター
（オレンジ、6ピン、制御入力用）

ユーロブロックコネクター
（黒、3ピン、CC-16接続用）
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3.プロセッサーのラックへの取り付け
ESP-880A、ESP-880AD、ESP-1240A、ESP-1240ADプロセッサーは、標準の19インチ（48 cm）ラックに収まるように設計
され、1ラックユニット（RU）を占有します。フロントラックレールからの奥行が208 mmのラックスペースが必要です。4組のネジ
とワッシャー（付属していません）を使用して、プロセッサーを取り付けてください。
この製品では強制側面通気を利用しており、0℃～40℃の周囲温度で安全に使用できます。
各モデルの電力損失定格については、技術仕様を参照してください。

4.アナログオーディオ機器の接続
プロセッサーには、アナログオーディオ機器を接続するためのバランスデュアルチャンネルのユーロブロックコネクター（6端子）
が同梱されています。各コネクターの端子部には、結線の説明が印字されています。プロセッサーとオーディオ機器の一般的な
コネクター間の推奨バランス／アンバランス結線を以下の図に示します。

音源機器に接続するコネクター

ユーロブロック入力コネクター

RCA

XLR

フォーンプラグ
（バランス）

フォーンプラグ
（アンバランス）
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5.ControlCenter、AmpLink、シリアル制御機器の接続
CC-16コネクター
CC-16コネクターは、ボーズのCC-16ゾーンコントローラーを使用するためのRS-485ネットワー
ク接続端子です。付属の3ピンユーロブロックコネクターを使用すると、最大15台のCC-16ゾーン
コントローラーをネットワークに接続して、 ESP-880A、ESP-880AD、ESP-1240A、
ESP-1240ADの各プロセッサーやBose ControlSpaceネットワーク上の任意の機器を制御で
きます。外部電源が必要です。
A端子とB端子の配線に加えて、プロセッサーから各CC-16ゾーンコントローラーにはグラウンド
端子を接続することを強くお勧めします。プロセッサーからCC-16までの最大距離は610 mです。
AmpLinkコネクター
AmpLinkコネクターを使用すると、最大8チャンネルの非圧縮オーディオをBose製アンプに低レ
イテンシーで伝送できます。接続には標準のEthernetケーブルを使用します。
ESP-880A、ESP-880AD、ESP-1240A、およびESP-1240ADプロセッサーは、入力ルーティ
ング／ミキシングポイントの中心としても機能し、同じラックに1台以上のAmpLink対応アンプが
設置されている場合に、それらのアンプへ簡単にオーディオ信号を分配できます。Ethernetケー
ブルを使用してプロセッサーのAmpLink出力ポートをパワーアンプのINPUTポートに接続しま
す。追加のRS-232PowerMatchコネクター（シリアル制御）アンプを接続するには、Ethernet
ケーブルを使用して各入力カードのTHRUポートを次のアンプの入力カードのINPUTポートに接
続します。
RS-232コネクター（シリアル制御）
RS-232コネクターは、ESP-880A、ESP-880AD、ESP-1240A、またはESP-1240ADプロセッ
サとサードパーティ製コントロールシステムなどのシリアル制御機器の間の通信に使用する
DB-9オスコネクター（DTEタイプ）です。
シリアルポートのデフォルト設定は、115,200ボー、8ビット長、1ストップビット、パリティなし、フ
ロー制御なしです。必要に応じて、ControlSpace Designerソフトウェアを使用してこれらの設
定を変更することができます。
マニュアル「ControlSpace Serial Control Protocol」（pro.Bose.comからダウンロードで
きます）では、ESP-880A、ESP-880AD、ESP-1240A、およびESP-1240ADプロセッサーの制
御およびクエリーに使用できるすべての対応コマンド文字列や機能について概説しています。

6.Dante対応機器の接続
ESP-880ADおよびESP-1240ADは、プライマリーおよびセカンダリーのDanteネットワーク
ポートを備えています。これらのポートでは、Danteオーディオネットワーキングを使用して、入出
力それぞれ32チャンネルの低レイテンシーデジタルオーディオを利用できます。これらのポート
は、従来の製品向けのスイッチド（デフォルト）、リダンダント、アイソレイティッド、またはフィルタリ
ングネットワーク接続用に構成することができます。スイッチドポート構成で、最大10台の機器を
デイジーチェーン接続できます。
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7.GPIO機器の接続
5系統の制御入力（GPI）と5系統の制御出力（GPO）を使用して、プロセッサーを外部の制御ハードウェアと連動させることがで
きます。
汎用入力（GPI）
汎用制御入力ポートは、スイッチ（パラメーターセットを呼び出すため）やポテンショメーター（レベルまたはゲインを制御するた
め）などの外部ハードウェアに接続できます。ControlSpace Designerソフトウェアを使用すると、このような外部コントロール
に機能を簡単に割り当てることができます。また、ボーズでは複数のGPI互換インターフェースを提供しています（完全なリストに
ついては、別売アクセサリーを参照してください）。

スイッチの使用

ポテンショメーターの使用

制御入力には、トグルスイッチまたは押しボタンを使用すること
ができます。外部のスイッチを入力からアースに直接配線でき
るように、個々の入力端子は内部の各プルアップ抵抗（2 kΩ）
に接続されています。

システム設計で、10 kΩのポテンショメーターをゲインブロック
のコントロールに使用できます。入力はリニアテーパーポテン
ショメーターと互換性があります （ControlSpace Designer
ソフトウェアを使用）。時計回りにまたは反時計回りにフル回転
させた位置で抵抗が最も少なくなるように配線されたポテン
ショメーターを使用できます。

例: スイッチを使用したGPI接続

例: ポテンショメーターを使用したGPI接続

汎用出力（GPO）
電流ソースデバイス

電流シンクデバイス

LEDや低電流リレーなどの装置には、制御出力から直接電源
を供給できます。最大ソース電流は10 mAです。

電流ソース構成で利用可能な電流よりも多くの電流を必要と
するデバイスの場合は、外部電源を使用して、制御出力で最
大100 mAをシンクさせることができます。誘導負荷を駆動す
る場合は、適切な事前策を講じてください。

ソース制限: 8 VDC、10 mA（最大）

シンク制限: 100 mA（最大）外部供給は24 VDC以下である
必要があります。
例: 電流ソース用のGPO接続

設置ガイド • ControlSpace ESP-880A/880AD/1240A/1240AD
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8.ネットワーク接続
ESP-880AおよびESP-1240Aのリアパネルには、ネットワーク接続用のRJ-45 Ethernetポート
があります。
ESP-880ADおよびESP-1240ADのフロントパネルには、ラベルがないネットワーク接続用
RJ-45ポートがあります。
フォイルドまたはシールドなしのツイストペア（F/UTP）カテゴリー5eケーブル（付属していません）
を使用して、各プロセッサーのこのポートをネットワークまたはコンピューターに接続します。
プロセッサーへ直接接続するか、スイッチドEthernetネットワークを介して接続します。

注: I/O固定式プロセッサーはすべてDHCPに設定されています。この設定は、ControlSpace
Designerソフトウェアで変更できます。
詳細については、pro.Bose.comにあるControlSpace Designerソフトウェアのヘルプファイ
ル、またはインストールしたソフトウェア内のヘルプファイルを参照してください。

9.電源の接続
ESP-880A、ESP-880AD、ESP-1240A、およびESP-1240ADは、取り外し可能なIEC電源
コードを使用して、ACライン電圧85～264VAC、50/60 Hzで動作します。消費電力は周囲温度
40°Cで37VAです。
プロセッサーの電源をオンにするには、付属の電源コードを使用してプロセッサーの電源コネク
ターとコンセントを接続します。電源が入ると、起動に40秒ほどかかります。プロセッサーが稼働
状態になると、フロントパネルの電源LEDが緑色に点灯します。

10.ControlSpace Designerを使用した設定
コンピューターを使用してESP-880A、ESP-880AD、ESP-1240A、またはESP-1240ADをネットワークに接続し、
ControlSpaceDesignerの「Update Firmware」（ファームウェアアップデート）機能を使用して、 プロセッサーのファームウェア
のスキャンとアップデートを実行します。プロセッサーのファームウェアが最新になったら、ControlSpace Designerでシステムの
設計を開始してください。
ControlSpace Designerソフトウェアの使用方法の詳細については、pro.Bose.comにあるヘルプファイルか、インストール
したソフトウェア内のヘルプファイルを参照してください。ControlSpace Designerを使用すると、ESP-880A、ESP-880AD、
ESP-1240A、およびESP-1240AD、あるいはボーズのネットワーク対応システム製品で構築されたシステム全体の構成、制御
およびモニタリングを行うことができます。
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メンテナンス操作
ファームウェアおよびソフトウェアのアップグレード
ボーズでは、プロセッサーのファームウェアおよびControlSpace Designerソフトウェアのアップデートを定期的にリリースして
います。新しいファームウェアまたはソフトウェアがリリースされていないか、pro.Bose.comを定期的にご確認ください。

電池の交換
ESP-880A、ESP-880AD、ESP-1240A、およびESP-1240ADはそれぞれ、システムのリアルタイムクロック（RTC）機能を維
持するための交換可能なリチウム電池を備えています。この電池は製造時から10年以上は使用できるため、通常は交換の必要
がありません。

故障かな？と思ったら
フロントパネルの電源LEDが緑色に点
灯しない。

付属の電源コードを使用してプロセッサーの電源コネクター（リアパネル）をコンセ
ントに接続します。
電源が供給されていることを確認してください。

電源は入っているが、音が出ない。

ControlSpace Designerソフトウェアを使用して、音源からの入力信号が存在す
ることを確認します。オーディオ信号レベルがメーターの緑色または黄色の領域に
ある必要があります。
ControlSpace Designerソフトウェアを使用して、プロセッサーからの出力信号
が存在することを確認します。オーディオ信号レベルがメーターの緑色または黄色
の領域にある必要があります。

音が歪んでいる。

ControlSpace Designerソフトウェアを使用して、オーディオ入力信号のインジ
ケーターを確認します。インジケーターが赤色に点灯または点滅している場合は、
入力がクリッピング（赤色）しないレベルまで入力プリゲイン設定を下げます。
ControlSpace Designerソフトウェアを使用して、オーディオ出力信号のインジ
ケーターを確認します。
インジケーターが赤色に点灯または点滅しており、入力インジケーターが緑色
である場合は、このソフトウェアを使用して出力ゲインまたは信号経路内のいず
れかの中間ゲインを下げます。
入力と出力のインジケーターが緑色であり、プロセッサーに入力している入力
信号に歪みがない場合は、スピーカーがオーバードライブしていないか、または
損傷していないか確認します。

電源LEDが赤色になる。

DSP設定が読み込まれていません。ControlSpace Designerソフトウェアを使
用して、DSP設定を読み込みます。
電源コードをコンセントから抜いて、もう一度接続します。問題が解消されない場
合は、Bose Professionalの販売／サポート担当にご連絡ください。
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Ethernet LEDが点灯しない。

pro.Bose.com
プロセッサーのネットワークポートが、フォイルドまたはシールドなしのツイストペア
（F/UTP）カテゴリー5eケーブル（付属していません）でコンピューター、ハブ、また
はスイッチに確実に接続されていることを確認します。
ESP-880AおよびESP-1240Aでは、これはリアパネルのRJ-45 Ethernet
ポートです。
ESP-880ADおよびESP-1240ADでは、これはフロントパネルのRJ-45ポート
です。
コンピューターのEthernet接続が有効であることを確認します。無効な場合は、コ
ンピューターのLink LEDが点灯しません。
プロセッサーがハブまたはスイッチに接続されている場合は、ハブまたはスイッチ
のLink LEDを確認します。

Ethernet LEDは点灯しているが、プ
ロセッサーと通信できない。

プロセッサーをコンセントに接続した直後の場合は、40秒待機してプロセッサーが
完全に起動していることを確認します。電源LEDが緑色に点灯するはずです。
コンピューターで使用中のTCP/IP Ethernetデバイスのネットワーク設定が次の
ように適切に設定されていることを確認します。
DHCPサーバーを使用していない場合、コンピューターのIPアドレスを未使用の
IPアドレス（192.168.0.2など）に手動で設定します。
デフォルトのIPサブネットマスクは、255.255.255.0に設定されています。
コンピューターのファイアウォールの設定を確認し、すべてのポートのブロックを
解除します。
ControlSpace Designerソフトウェアで、適切なネットワークインターフェース
カード（NIC）が選択されていることを確認します。
ESP-880ADまたはESP-1240ADを使用している場合は、フロントパネルとリアパ
ネルのEthernetポートが同じネットワークに接続されていないことを確認します。
他のプロセッサーが同じアドレスを使用して接続されていないかを確認します。
確認できない場合は、一方のプロセッサーの接続を解除して、もう一方のプロセッ
サーをスキャンし、そのアドレスを変更します。2台目のプロセッサーも同じ手順を
繰り返します。
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技術仕様
ESP-880A
DSP
シグナルプロセッサー

32ビット固定／浮動小数点DSP（Arm®プロセッサー、456MHz使用）

最大処理能力

3.6 GIPS/2.7 GFLOPS

ディレイ

43秒

オーディオレイテンシー

860 µs（アナログ入出力時）

A/DおよびD/A変換器

24ビット

サンプルレート

48 kHz

オーディオ性能
周波数特性

20 Hz～-20 kHz（+0.3/−0.1dB）

THD+N

+4 dBu（A特性、20 Hz～20 kHz）で0.002 %

チャンネル分離（クロストーク）

+4 dBu入出力レベル、1 kHzで−105 dB以下

ダイナミックレンジ

115 dB超、（A特性、20 Hz～20 kHz、アナログスルー）

オーディオ入力
入力チャンネル

アナログ x 8（バランス、マイク／ラインレベル）

入力コネクター

ユーロブロック（6ピン、3.81 mm）

入力インピーダンス

1 kHzで12 kΏ（ファンタム電源ON/OFF時共）

最大入力レベル

+24 dBu

入力換算ノイズ

−119 dBu以下（22 Hz～20 kHz、150 Ώ入力、64 dBゲイン）

ファンタム電源

+48 VDC、10 mA、入力ごとに選択可能

ゲイン設定

0/14/24/32/44/54/64 dB

オーディオ出力
出力チャンネル

アナログ x 8（バランス、ラインレベル）、8 AmpLink

出力コネクター

ユーロブロック（6ピン、3.81 mm）、RJ-45（AmpLink）

出力インピーダンス

66 Ώ

最大出力レベル

+24 dBu

制御入力
入力（制御）

5アナログまたはデジタル入力、2 kΏ内部プルアップ抵抗（5 Vに接続）、ユーロブロッ
クコネクター（6ピン、3.81 mm）

アナログ入力電圧範囲

0 V～3.3 V（最大5 V）

デジタル入力電圧範囲

0 V～3.3 V（しきい電圧1.6 V）

制御出力
出力（制御）

5デジタル出力、ユーロブロックコネクター（6ピン、3.81 mm）

出力電圧

High: 8 V（オープンサーキット）、2.5 V（10 mA）
Low: 1 V以下（100 mA）、プッシュプル

出力電流

10 mAソース、100 mAシンク（最大外部供給電圧24 VDC）
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技術仕様

インジケーターおよびコントロール
ステータスLED

電源／ステータス、信号、Ethernet、シリアル（RS-232およびCC-16）

オーディオ信号

緑（−60 dBFS～−20 dBFS）、黄（−20 dBFS～−2 dBFS）、赤（−2 dBFS～0
dBFS）

電気的仕様
電源電圧

85～264 VAC、50 Hz/60 Hz

消費電力

通常37 VA以下（すべての電源電圧）

電源コネクター

IEC 60320-C14インレット

電力損失

22 W、75 BTU／時（19 kcal／時）

物理的仕様
寸法（H × W × D）

44 mm × 483 mm × 215 mm

質量

2.6 kg

動作温度

0 °C～40 °C

冷却システム

強制、側面通気

その他
設定ソフトウェア

ControlSpace Designerソフトウェア（Windows®コンピューターで動作）

ネットワークコントロール

Ethernet（RJ-45）、100 Mb

通信ポート

RS-232（DB9M、DTE）、Bose CC-16（ユーロブロックコネクター、3ピン、3.81 mm）
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技術仕様

ESP-880AD
DSP
シグナルプロセッサー

32ビット固定／浮動小数点DSP（Armプロセッサー、456MHz使用）

最大処理能力

3.6 GIPS/2.7 GFLOPS

ディレイ

43秒

オーディオレイテンシー

860 µs（アナログ入出力時）

A/DおよびD/A変換器

24ビット

サンプルレート

48 kHz

オーディオ性能
周波数特性

20 Hz～-20 kHz（+0.3/−0.1dB）

THD+N

+4 dBu（A特性、20 Hz～20 kHz）で0.002 %

チャンネル分離（クロストーク）

+4 dBu入出力レベル、1 kHzで−105 dB以下

ダイナミックレンジ

115 dB超、（A特性、20 Hz～20 kHz、アナログスルー）

オーディオ入力
入力チャンネル

アナログ x 8（バランス、マイク／ラインレベル）、デジタル x 32（Dante）

入力コネクター

ユーロブロック（6ピン、3.81 mm）

入力インピーダンス

1 kHzで12 kΏ（ファンタム電源ON/OFF時共）

最大入力レベル

+24 dBu

入力換算ノイズ

−119 dBu以下（22 Hz～20 kHz、150 Ώ入力、64 dBゲイン）

ファンタム電源

+48 VDC、10 mA、入力ごとに選択可能

ゲイン設定

0/14/24/32/44/54/64 dB

オーディオ出力
出力チャンネル

アナログ x 8（バランス、ラインレベル）、デジタル x 40（8 AmpLinkおよび32
Dante）

出力コネクター

ユーロブロック（6ピン、3.81 mm）、RJ-45（AmpLinkおよびDante）

出力インピーダンス

66 Ώ

最大出力レベル

+24 dBu

制御入力
入力（制御）

5アナログまたはデジタル入力、2 kΏ内部プルアップ抵抗（5 Vに接続）、ユーロブロッ
クコネクター（6ピン、3.81 mm）

アナログ入力電圧範囲

0 V～3.3 V（最大5 V）

デジタル入力電圧範囲

0 V～3.3 V（しきい電圧1.6 V）

制御出力
出力（制御）

5デジタル出力、ユーロブロックコネクター（6ピン、3.81 mm）

出力電圧

High: 8 V（オープンサーキット）、2.5 V（10 mA）
Low: 1 V以下（100 mA）、プッシュプル

出力電流

10 mAソース、100 mAシンク（最大外部供給電圧24 VDC）
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技術仕様

インジケーターおよびコントロール
ステータスLED

電源／ステータス、信号、Ethernet、シリアル（RS-232およびCC-16）

オーディオ信号

緑（−60 dBFS～−20 dBFS）、黄（−20 dBFS～−2 dBFS）、赤（−2 dBFS～0 dBFS）

電気的仕様
電源電圧

85～264 VAC、50 Hz/60 Hz

消費電力

通常37 VA以下（すべての電源電圧）

電源コネクター

IEC 60320-C14インレット

電力損失

22 W、75 BTU／時（19 kcal／時）

物理的仕様
寸法（H × W × D）

44 mm × 483 mm × 215 mm

質量

2.7 kg

動作温度

0 °C～40 °C

冷却システム

強制、側面通気

その他
設定ソフトウェア

ControlSpace Designerソフトウェア（Windows®コンピューターで動作）

ネットワークコントロール

Ethernet（RJ-45）、100 Mb

通信ポート

RS-232（DB9M、DTE）、Bose CC-16（ユーロブロックコネクター、3ピン、3.81 mm）
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技術仕様

ESP-1240A
DSP
シグナルプロセッサー

32ビット固定／浮動小数点DSP（Armプロセッサー、456MHz使用）

最大処理能力

3.6 GIPS/2.7 GFLOPS

ディレイ

43秒

オーディオレイテンシー

860 µs（アナログ入出力時）

A/DおよびD/A変換器

24ビット

サンプルレート

48 kHz

オーディオ性能
周波数特性

20 Hz～-20 kHz（+0.3/−0.1dB）

THD+N

+4 dBu（A特性、20 Hz～20 kHz）で0.002 %

チャンネル分離（クロストーク）

+4 dBu入出力レベル、1 kHzで−105 dB以下

ダイナミックレンジ

115 dB超、（A特性、20 Hz～20 kHz、アナログスルー）

オーディオ入力
入力チャンネル

アナログ x 12（バランス、マイク／ラインレベル）

入力コネクター

ユーロブロック（6ピン、3.81 mm）

入力インピーダンス

1 kHzで12 kΏ（ファンタム電源ON/OFF時共）

最大入力レベル

+24 dBu

入力換算ノイズ

−119 dBu以下（22 Hz～20 kHz、150 Ώ入力、64 dBゲイン）

ファンタム電源

+48 VDC、10 mA、入力ごとに選択可能

ゲイン設定

0/14/24/32/44/54/64 dB

オーディオ出力
出力チャンネル

アナログ x 4（バランス、ラインレベル）、デジタル x 8（AmpLink）

出力コネクター

ユーロブロック（6ピン、3.81 mm）、RJ-45（AmpLink）

出力インピーダンス

66 Ώ

最大出力レベル

+24 dBu

制御入力
入力（制御）

5アナログまたはデジタル入力、2 kΏ内部プルアップ抵抗（5 Vに接続）、ユーロブロッ
クコネクター（6ピン、3.81 mm）

アナログ入力電圧範囲

0 V～3.3 V（最大5 V）

デジタル入力電圧範囲

0 V～3.3 V（しきい電圧1.6 V）

制御出力
出力（制御）

5デジタル出力、ユーロブロックコネクター（6ピン、3.81 mm）

出力電圧

High: 8 V（オープンサーキット）、2.5 V（10 mA）
Low: 1 V以下（100 mA）、プッシュプル

出力電流

10 mAソース、100 mAシンク（最大外部供給電圧24 VDC）
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技術仕様

インジケーターおよびコントロール
ステータスLED

電源／ステータス、信号、Ethernet、シリアル（RS-232およびCC-16）

オーディオ信号

緑（−60 dBFS～−20 dBFS）、黄（−20 dBFS～−2 dBFS）、赤（−2 dBFS～0 dBFS）

電気的仕様
電源電圧

85～264 VAC、50 Hz/60 Hz

消費電力

通常37 VA以下（すべての電源電圧）

電源コネクター

IEC 60320-C14インレット

電力損失

22 W、75 BTU／時（19 kcal／時）

物理的仕様
寸法（H × W × D）

44 mm × 483 mm × 215 mm

質量

2.6 kg

動作温度

0 °C～40 °C

冷却システム

強制、側面通気

その他
設定ソフトウェア

ControlSpace Designerソフトウェア（Windows®コンピューターで動作）

ネットワークコントロール

Ethernet（RJ-45）、100 Mb

通信ポート

RS-232（DB9M、DTE）、Bose CC-16（ユーロブロックコネクター、3ピン、3.81 mm）
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技術仕様

ESP-1240AD
DSP
シグナルプロセッサー

32ビット固定／浮動小数点DSP（Armプロセッサー、456MHz使用）

最大処理能力

3.6 GIPS/2.7 GFLOPS

ディレイ

43秒

オーディオレイテンシー

860 µs（アナログ入出力時）

A/DおよびD/A変換器

24ビット

サンプルレート

48 kHz

オーディオ性能
周波数特性

20 Hz～-20 kHz（+0.3/−0.1dB）

THD+N

+4 dBu（A特性、20 Hz～20 kHz）で0.002 %

チャンネル分離（クロストーク）

+4 dBu入出力レベル、1 kHzで−105 dB以下

ダイナミックレンジ

115 dB超、（A特性、20 Hz～20 kHz、アナログスルー）

オーディオ入力
入力チャンネル

アナログ x 8（バランス、マイク／ラインレベル）、デジタル x 32（Dante）

入力コネクター

ユーロブロック（6ピン、3.81 mm）

入力インピーダンス

1 kHzで12 kΏ（ファンタム電源ON/OFF時共）

最大入力レベル

+24 dBu

入力換算ノイズ

−119 dBu以下（22 Hz～20 kHz、150 Ώ入力、64 dBゲイン）

ファンタム電源

+48 VDC、10 mA、入力ごとに選択可能

ゲイン設定

0/14/24/32/44/54/64 dB

オーディオ出力
出力チャンネル

アナログ x 4（バランス、ラインレベル）、デジタル x 40
（8 AmpLinkおよび32 Dante）

出力コネクター

ユーロブロック（6ピン、3.81 mm）、RJ-45（AmpLinkおよびDante）

出力インピーダンス

66 Ώ

最大出力レベル

+24 dBu

制御入力
入力（制御）

5アナログまたはデジタル入力、2 kΏ内部プルアップ抵抗（5 Vに接続）、ユーロブロッ
クコネクター（6ピン、3.81 mm）

アナログ入力電圧範囲

0 V～3.3 V（最大5 V）

デジタル入力電圧範囲

0 V～3.3 V（しきい電圧1.6 V）

制御出力
出力（制御）

5デジタル出力、ユーロブロックコネクター（6ピン、3.81 mm）

出力電圧

High: 8 V（オープンサーキット）、2.5 V（10 mA）
Low: 1 V以下（100 mA）、プッシュプル

出力電流

10 mAソース、100 mAシンク（最大外部供給電圧24 VDC）
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技術仕様

インジケーターおよびコントロール
ステータスLED

電源／ステータス、信号、Ethernet、シリアル（RS-232およびCC-16）

オーディオ信号

緑（−60 dBFS～−20 dBFS）、黄（−20 dBFS～−2 dBFS）、赤（−2 dBFS～0 dBFS）

電気的仕様
電源電圧

85～264 VAC、50 Hz/60 Hz

消費電力

通常37 VA以下（すべての電源電圧）

電源コネクター

IEC 60320-C14インレット

電力損失

22 W、75 BTU／時（19 kcal／時）

物理的仕様
寸法（H × W × D）

44 mm × 483 mm × 215 mm

質量

2.7 kg

動作温度

0 °C～40 °C

冷却システム

強制、側面通気

その他
設定ソフトウェア

ControlSpace Designerソフトウェア（Windows®コンピューターで動作）

ネットワークコントロール

Ethernet（RJ-45）、100 Mb

通信ポート

RS-232（DB9M、DTE）、Bose CC-16（ユーロブロックコネクター、3ピン、3.81 mm）

ソフトウェアライセンスの開示
プロセッサーのサードパーティ製ソフトウェアライセンス開示を表示するには、次の手順を実行します。
1.

DOSプロンプトで、ftp 123.456.7.890<ret>と入力します。ただし、123.456.7.890ではなくプロセッサーの実際のIPアド
レスを入力してください。

2.

User (123.456.7.890:(none)):プロンプトで、ftp<ret>と入力します（123.456.7.890ではなく、入力したプロセッサー
の実際のIPアドレスが表示されます)。

3.

Passwordプロンプトで、<ret>と入力します。

4. ftp>プロンプトで、get license.txtと入力します。
5.

転送が完了したら、quitと入力します。

6.

デフォルトのcmdディレクトリでlicense.txtを見つけます。
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