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■梱包内容の確認
パッケージに次の物が入っていることを確認してください。

●166XS本体

●AC電源ケーブル

●和文取扱説明書

●保証書

●英文取扱説明書

●	ステレオ動作またはモノラル 2チャンネル動作のゲート、コ
ンプレッサー、ピークリミッター機能

●	OverEasyとハード・ニーの選択
	 dbx 独自のOverEasyコンプレッションと従来の“ハード・ニー”
コンプレッション（初期のdbx	 160、161、162で採用され、現在
普及しているコンプレッション）を使い分けることができます。

●	エキスパンダー /ゲート回路
	 リリース時間は可変で、スレッショルドは最大＋15dBuです。

●	サイドチェインの低域シェルビングフィルター（Contour ボ
タンで設定）

	 ミックス済みのプログラム信号にコンプレッションをかける時、低
い周波数のエネルギーによって音が抑えられ過ぎるのを防止し
ます。

●	PeakStopリミッター
	 出力における最大ピークレベルを制御し、他のつまみの設定に
影響を受けません。PeakStopリミッターはコンプレッサー
やゲート、その他の回路（出力ゲイン回路など）の後で適用され
るため、過大な信号が出力される前に確実なリミッターを設
定できます。

●	正確なRMSレベル検出
	 人間の耳と同様の音楽的な方法でプログラム信号のパワーを
検出します。ピークレベルや平均レベルを検出するよりも優れた
出力が得られます。

●	システムのバイパスボタン（各チャンネル上）
	 本体に電源が入っていない場合でも、入力信号をそのまま出力
することができます。このバイパス機能は、処理前の信号と処理
済みの信号を比較する時にも便利です。

●	ゲインリダクションメーター
	 10セグメントのLEDメーターでゲインリダクションを30dB
まで表示します。

●	入出力端子
	 電子バランス型のXLR入出力端子および標準フォーンジャッ
ク（3P）入出力端子を装備しています。

●	独立したサイドチェイン入力
	 外部のプロセッサーまたは信号を使って、コンプレッサー
やゲートを制御することができます。

●	DC電圧によって制御されるパラメーター
	 音声信号はパラメーターを制御するつまみを通過しません。
代わりに、全ての機能がDC電圧によって制御されます。その
ため、ポテンショメーターの経年変化による雑音が発生しませ
ん。

■はじめに
このたびはdbx 166XS コンプレッサー /リミッター / ゲートをお買い上げいただき、ありがとうございます。
166XSは、ノイズゲート、dbx 独自のOverEasyを搭載したコンプレッサー、PeakStopリミッターを2チャンネル
装備しています。この166XSを使用することでスタジオやSR会社、ライブ会場など、高品質の信号処理を素早く容易
に行う必要がある場面で、信号のダイナミックレンジ制御を完璧に行うことができます。
ご使用いただく前に、必ず本書をお読みください。本書には、システムの設置、操作、特別な使用方法など、この製品をお
使いいただく上で役に立つ情報が記載されています。

166XSコンプレッサー /リミッター /ゲートには、次のような機能と特徴があります。
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10.ATTACKつまみと12.RELEASEつまみ：	
	 	 ［COMPRESSORセクション］
	 スレッショルドを超える信号が検出されてからコンプレッショ
ンがかかりきるまでの時間（アタック時間）を設定するには、
ATTACKつまみを使用します。ATTACKつまみで設定で
きるアタック時間の範囲は、FAST（高速＝コンプレッションの効
果がしっかりと目立つようにかかり、レベルの突出［オーバー
シュート］がほとんどない）からSLOW（低速＝待ち時間が若干
長く、緩やかなコンプレッション効果が現れる）の間です。アタッ
クを高速（FAST）に設定すると、RMS検出回路を使用するも
のの、166XS はピークリミッターのような動作をします。アタッ
クをより低速（SLOW）に設定すると、RMSレベルまたは平均レ
ベルを検出するコンプレッサー /リミッターとして166XS
が機能するようになります。

	 コンプレッション回路が入力信号を元のレベルに戻す時間（リ
リース時間）を設定するには、RELEASEつまみを使用します。
RELEASEつまみで設定できるリリース時間の範囲は、FAST
（プログラム信号［の包絡線］にコンプレッション動作がぴったり
と追従する）からSLOW（極めて滑らかなコンプレッションと復
元が行われる）の間です。

	 ATTACKつまみとRELEASEつまみを設定するのに決めら
れた方法はありませんが、一般的に、主要な信号のエネルギー
によって背景音までもが聞き取れるくらいに変調されている場
合には、不要なレベル変動（パンピングやブリージング）を抑える
ために、アタック時間とリリース時間を遅く（SLOWに）設定する
のが適切です。一方、瞬間的あるいは大音量の音が減衰した
直後に、目的の信号が抑えられてしまうのを防ぐには、リリース
時間を速く（FASTに）設定する必要があります。ベースギター
のような低域音については、アタック時間とリリース時間を2時
の位置よりも遅く（SLOWに）設定してください。

注： ATTACKつまみとRELEASEつまみは相互に関係している
のと同時に、RATIOつまみとも連携しています。どれか1つ
のつまみを調整すると、他の設定も調整する必要があります。

11.AutoボタンとLED：
	 このボタンを押すと、ATTACKつまみとRELEASEつまみ
による設定は無効になり、プログラム信号の内容に応じて予め
設定されているアタック時間とリリース時間が適用されます。こ
れらの設定値は入力信号に基づいており、信号のダイナミック
レンジに合わせて連続的に変化します。ボタンを押している時
はLEDが点灯し、プログラム信号の内容に応じてアタック時
間とリリース時間が自動的に調整されていることがわかります。
AUTO機能を有効にすると、業界標準とも言える166Aの「伝
統的なdbxの音質」を再現します。

13.OUTPUT	GAINつまみ：
	 このつまみを調整すると、出力レベルが−20dB〜＋20dBの
範囲で変化します。出力レベルを調整しても、スレッショルドは影
響を受けません。

	 166XS のダイナミックレンジ処理によって減衰したRMSレ
ベルは、このOUTPUT	GAIN つまみを使って補正します。
必要なコンプレッション（およびゲート）を設定できたら、GAIN	
REDUCTIONメーターに示されたのと同じ量のゲインを加
えるように、OUTPUT	GAINつまみを設定してください。たと
えば、GAIN	REDUCTIONメーターに示されたゲインリダク
ションの平均値が10dBである場合、OUTPUT	GAINつま
みを10dBに設定すれば、平均 10dBの出力レベルの減衰を
補正できます。なお、OUTPUT	GAIN つまみによる設定は、
PeakStop 回路より前に適用されます。

注： 166XSの出力には＋20dBのゲインを追加できるため、入
力レベルが規定の範囲内であっても、クリップが発生する可能
性があります。たとえば、COMPRESSION RATIOを低い値
に設定している時に、OUTPUT GAINつまみを時計回りいっ
ぱいに回すと、166XSの出力段でプログラム信号のピーク
がクリップする場合があります。

14.BypassボタンとLED：
	 このボタンを押すと、166XS はバイパス状態になります。電源が
切れた状態でも、ボタンを押すと入力信号がそのまま出力され
ます。

	 また、Stereo	Coupleボタンが押されて166XS がステレオ動作
している場合でも、Bypassボタンは各チャンネル個々に機能し
ます。

	 バイパス状態では、入力信号が166XS の処理と制御を経由し
ないで（166XS をバイパスして）出力に直接送られ、入力信号
がそのまま166XS の出力となるので、処理前の信号と処理済
みの信号の比較がBypassボタン1つで行うことができます。

	 なお、バイパス状態の時にAC 電源が供給されていると、
Bypass	LEDが点灯します。
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ドライな（残響成分がない）パーカッション（スネアドラム、キッ
クドラムなど）の音にゲートをかける
瞬間的に高レベルになるパーカッションの音に効果的にゲー
トをかけるには、近くの音に過敏に反応して誤ってゲートが開
かないように、ゲートを調整する必要があります。入力信号が
THRESHOLDを下回ったらゲートが即座に閉じるように、リリース
を高速（FAST）に設定してください。音のエンベロープ（振幅包
絡線）の形状を変える（つまり、レベルの時間的な変化を調整する）
時にも、RELEASEつまみを使用します。

注： 長く持続する低い周波数の信号に高速でゲートをかけると、 
チャタリング（ON/OFF の切り替わりが不必要に多く起こる現
象）が発生する可能性があります。166XSは極めて高速の
ゲート動作が可能なため、ゲートをかける信号の基本周波数
の周期より長い時間をリリース時間として設定する必要があ
ります。チャタリングを除去するためには、リリース時間を長く
（SLOW方向）調整してください。また、THRESHOLDを適
切に調整すれば、ゲートが誤って開いたりチャタリングを起こ
すのを最小限に抑えられます。

ドラムトラックの音を引き締める、特定のドラムの鳴り過ぎを抑える、
あるドラムの音が他のマイクロホンを通して漏れるのを取り除くなど
を目的とするなら、上記のゲート設定が有効です。

減衰時間が長い音（シンバル、ピアノなど）にゲートをかける
最初に高いレベルになった後の減衰する時間が長い音に対して、
効果的にゲートをかけるには、リリース時間が十分に長く（SLOW）
なるようにRELEASEつまみを設定し、ゲートがオープンになった
まま、信号のエンベロープ（レベルの時間的な変化）全体を捉える
ようにします。
残響や環境音が多すぎるトラックまたはミックスをドライにする（残響
成分をなくす）時にも、ゲートを使用できます。音の自然な残響が多
少切り取られるように、RELEASEつまみを調整してください。

音質を変える
166XS のゲートは、楽器の環境音や残響を低減したり変えること
ができるため、音質を効果的に調整することができます。たとえば、
楽器の音が止まると、残響音のレベルはTHRESHOLDの設定
値を通って下がっていきます。音の自然な減衰よりも速く、残響音
を消すこともできます。THRESHOLDとRELEASEの様々な設
定を試して、音の最後の部分を変えてみてください。リリース時間
をFASTに設定すると、残響音はほとんどなくなります。

キーによるゲート
キーによるゲート（他の信号に基づいてゲートを制御すること）を使
用すると、音に強弱感を加えることができます。たとえば、個々の楽
器の中に、それと完全に同期した演奏を作り出してオーバーダビン
グ（新しい演奏を別の録音トラックに重ねて録音すること）したり、
強弱感が弱いトラックの厚みを増すことが可能になります。
ベースギターの信号を2つのチャンネルに分割し、1つのチャンネ
ルをキックドラムと同期させることによって、2つの独立したベース
ギターのチャンネルをミックス用に作成することができます。最初に
ベースギターの1つのチャンネルをミックスに直接送り、もう1つの
チャンネルを166XS の INPUTに送ります。次に、キックドラムの
信号を使って（SIDECHAIN	 INSERTに接続します）ゲートをト
リガします（必要に応じて、つまみを調整してください）。ゲートがか
かったベースギターのトラックは、個々のドラムのキックに応じてオー
プンになり、パンチと強弱感を加えます。これによってトラックが引き
締まり、ミックスが活性化されます。
キーによるゲートのもう1つの例として、ドラムの信号に基づいて発
振器をキーすることがあります。その場合は、発振器を適切な周波
数に設定して、ドラムの音を調え、パンチが増すようにします。

注： キーによるゲートを利用する場合は、それに応じてコンプレッ
サーの設定も調整するか、コンプレッサーのRATIOつまみ
を反時計方向いっぱいに回して1:1に設定し、コンプレッ
サーをバイパスしてください。

周波数に応じたゲート
周 波 数に 応じた（Frequency-Sensitive）ゲートでは、
SIDECHAIN	INSERTを使用してゲート動作の特性を調整しま
す。たとえば、周囲の楽器の音が多く入り込んでくるキックドラムの
トラックにゲートをかけたい場合は、外部のイコライザーをキック
ドラムの周波数に合わせると、そのキックドラムのみにゲートが反応
するようになります。その際、キックドラムの信号はゲートに直接送る
とともに、SIDECHAIN	 INSERTに接続されたイコライザーに
も送ります。SIDECHAIN	INSERTにおいて目的の信号のみが
強調されるようにイコライザーを調整すれば、ゲートを開放する
対象の信号を限定することができます。

■操作方法と操作上の注意
エキスパンダー /ゲートの応用事例
注： 下記の応用事例で示す各つまみの設定値は一般的な値として例示したものです。実際の要件に合わせて適切に調整してください。
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一般的に、滑らかなコンプレッションを行うには、OverEasyボタンと
Autoボタンを押してください。反対に“ハード・ニー”設定を選択し
（OverEasyボタンを押さず）、ATTACKつまみとRELEASEつ
まみをFAST方向に回すことで、鋭いコンプレッションの設定も可
能です。
ミックスされた信号をコンプレッションするには、最初に低い値
のRATIO（レシオ）から開始します。THRESHOLDはGAIN	
REDUCTIONが少しだけ出るくらいに設定し、ATTACKつま
みとRELEASEつまみはSLOW方向に回し、OverEasyボタン
とContourボタンは押しておきます。

マイクロホンのレベル変動を滑らかにする
歌い手とマイクロホンとの距離が変わったり、歌い手の声量の範囲
に応じて声のダイナミックレンジが変化したりすると、信号レベルが
変動する可能性があります。これらの変動を滑らかにするには、
①	OverEasy 設定に切り替えた後、アタック時間を中程度に、
リリース時間をかなり遅く（SLOW）に設定し、レシオを低い
値から中程度の値（4:1など）に設定します。

	 ボーカルの場合は一般的に、ATTACKつまみとRELEASE
つまみを手作業で調整するよりも、AUTOモードが選択され
ることが多いようです。

②	次に、GAIN	REDUCTIONメーターに6dB〜 10dBの
ゲインリダクションが表示されるようにTHRESHOLDつま
みを調整します。

③	必要に応じてレシオを増加させます。
OverEasyの穏やかな特性により、レシオをかなり高くしてもコンプ
レッション処理が気付かれません。ボーカルの低域が過度にコン
プレッションされる場合（たとえば、声が薄くなりすぎたり、低域の存
在感がなくなったりする場合）は、Contourボタンを押してください。
こうすると、ボーカルの元の低域がより多く、そのまま166XS を通
過するようになります。

楽器（ベースギター、エレキギター、シンセサイザーなど）の	
レベル変動を滑らかにしてサステインを延ばす
エレキベースなどの音を滑らかにするには、
①	コンプレッションレシオを約 4:1に設定した後、
②	ゲインリダクションが 10dB 〜 12dB になるように
THRESHOLDつまみを調整して、コンプレッションをかけます。

コンプレッションをかけると、弦の間の音量差を抑えられ、ベース固
有のサステインを延ばすことができます。管楽器などの他の楽器に
ついては、演奏される音の強さが音符によっても変動するため、コ
ンプレッションによって同様の効果が得られます。コンプレッション
後のベース音が必要以上に薄くなる場合には、Contourボタンを

押して、サウンドに厚みを付けてみてください。
ギターやシンセサイザーなどが大音量になる部分で音量が不
意に変動するのを抑え、録音中やライブ演奏中にテープレコー
ダーやミキサーが過負荷になるのを避けるには、
①	最初にハード・ニー設定に切り替え、アタック時間とリリース時
間をSLOW方向に設定し、レシオを約5:1に設定した後、

②	THRESHOLDつまみを使用して、そのトラックの最大平均
レベルをスレッショルドとして設定します。

こうすると、問題となる大音量の部分にのみコンプレッションがかか
ります。必要に応じて、Contourボタンも使用してください。

ギターやシンセサイザーによるストリングス（弦楽器）の音にサス
テインを追加するには、
①	最初に、10:1から∞ :1 程度の高めのレシオ（RATIO）を設
定した後、

②	好みに応じてTHRESHOLDつまみを調整します。
たとえば、アタック音が鋭くリリース時間が長いシンセサイザーの
音のエンベロープを変更するには、ゆっくりと一定のテンポで単音
弾きまたはコード弾きをしながらコンプレッションを強く（高いレシ
オで）かけます。ギターやシンセサイザーをデジタル形式で録音
する時、高いレシオでコンプレッションすると、多くの場合
「アナログ系」の感覚がよみがえります。

キックドラムの厚みを増し、他のドラムにコンプレッションをかける
弱くて締まりのないキックドラムの音は多くの場合、低域が多すぎる
一方、打音が不足しています。キックドラムの音を引き締めるには、
①	最初に中程度または高いレシオ（6:1など）を設定し、GAIN	
REDUCTIONメーターに15dBのゲインリダクションが
表示されるようにTHRESHOLDつまみを調整した後、

②	必要に応じてレシオを増加させます。
OverEasy 設定では、ハード・ニー設定の場合よりも反応するのに
時間がかかるため、音符の最初にある打音が強調され、音符の
本体の多すぎる低域を緩和します。
また166XSは、スネアドラムとタムの音を引き締めることができま
す。ドラムマシンといっしょに使用すると、電子ドラムの音の特性を
効果的に変えることができます。

166XS のサイドチェインを使用してシンバルやタムを効率的にコン
プレッションすれば、アナログテープの飽和を防止できます。サイド
チェインの応用については、13ページを参照してください。

	
コンプレッサーの基本的な応用事例
注： 下記の応用事例で示す各つまみの設定値は一般的な値として例示したものです。実際の要件に合わせて適切に調整してください。
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ドラムセットのサブミックスを行う場合（たとえば、複数のドラムトラッ
クを2つのトラックへミックスする時に、166XS の 2つのチャンネル
を使ってコンプレッションする場合など）は、レシオを低い値（2:1など）
に抑えて、シンバルが鳴り過ぎるのを防止することをお勧めします。
より大規模なマルチトラックシステムでは、キックドラムとスネアドラム
を別々にコンプレッションしてください。他のパーカッションに影響を
与えないで、タムのステレオ・サブミックスのみにコンプレッションを強
くかけてもよいでしょう。

ミックスする信号の中で特定の信号を強調する
ダイナミックレンジを減少させると平均信号レベルが若干増加する
ため、1つのトラックのレベルを少し上げてコンプレッションをかけれ
ば、ミックスする信号の中でそのトラックを際立たせることができ
ます。最初に、レシオを2:1に設定し、スレッショルドを比較的低い
値（−20dB）に設定した後、レシオとスレッショルドを適切に調整し
てください。

音量が制限されるスタジオ（家庭内スタジオなど）では、ボーカルを
ミックスの最前面に引き出すために、コンプレッサーを使用でき
ます。
①	まず、ウインドスクリーンをマイクロホンに装着した後、レシオ
を10:1に設定し、スレッショルドを−10dBに設定します。

②	次に、マイクロホンから5cmくらいの距離に口を離して、普
通より若干小さい声でボーカル・パートを歌います。フレージ
ングを工夫して、ボーカル・パートを少し強調してください。

ボーカルをさらに補強するために、イコライザーまたはボーカル
用のエフェクター（リバーブ、ディレイなど）も使用できます。

既にミックスされたモノラルのプログラムから特定のボーカルや楽
器を分離することもできます。詳細については、13ページの「周波
数に応じたコンプレッション」を参照してください。

注： 166XSを使用してステレオのプログラム信号にコンプレッ
ションをかける時も、1チャンネルの場合と同様の要因によっ
て、コンプレッションの特性曲線および実際のレシオとスレッ
ショルド設定が影響を受けます。ただし、コンプレッションを強
くかけると、プログラムの作成時にミックスする個々のトラック
上よりも、ミックス済みのステレオ・プログラム上の方が、コン
プレッションが目立つ傾向があります。

アナログのテープレコーダーが飽和するのを防止する
幅広い範囲でレベルが変化するプログラム信号では、コンプレッ
ションをかけることで、録音レベル（最終ミックスでのシンバルのトラッ
ク、ドラムセットのサブミックスなど）によってテープレコーダーのトラッ
クが飽和するのを防止できます（13ページの「周波数に応じたコ
ンプレッション」を参照してください）。

デジタル機器の過大入力を防止する
デジタル・レコーダーやデジタル・サンプラーの中には、最大動作
レベルを超えると、耳に聞こえる歪みを発生させるものがあります。
166XS はデジタル・レコーダーのA/D（アナログからデジタル）コ
ンバーターによって、過大入力を効果的に防止することができま
す。どんなデジタル機器とでも、166XSはこのコンプレッション動作を
目立たずに行えます。デジタル機器の過大入力を防止するには、
①ハード・ニー設定に切り替え、レシオを∞ :1に設定した後、
②許容される最高レベルにスレッショルドを設定します。

注： 耳障りなデジタルの過負荷を防止するには、PeakStopリミッ
ター機能を利用するのも効果的です。

スピーカーを保護する
多くの音響再生システムでは、過大なプログラム信号レベルによっ
てスピーカーのドライバーが損傷するのを防止するために、コ
ンプレッサーが使用されています。音響再生システムでスピー
カーを保護するには、
①	ハード・ニー設定に切り替え、レシオを10:1 以上にして、
166XSをリミッター動作に設定した後、

②	15dB 以上のコンプレッションがかかるように（入力がクリッ
プする点よりも数dB下）THRESHOLDつまみを調整します。

信号のレベルが低い場合、166XSはゲインを変更しません。一方、
高いレベルの信号が入力されるとゲインを減衰させてクリップを
防止し、過熱などの損傷からスピーカーシステムのコンポーネント
を保護します。
緊急事態（極めて過大なレベル）が発生しない限りゲインを変更
させたくない場合には、ハード・ニー設定に切り替え、レシオを∞ :1
に設定して、許容される最高レベルにスレッショルドを設定するこ
ともあります。デジタルの過負荷を防止する場合と同様に、コ
ンプレッサーの代わり、またはコンプレッサーと組み合わせて、
166XS のPeakStopリミッター機能を使用することもできます。

原則として、信号経路内ではパワーアンプのできるだけ近くにコン
プレッサーを配置することを強くお勧めします。たとえば、イコラ
イザーより前に166XS を配置すると、損傷を引き起こすほどの
ブーストをイコライザーで行っても、それを感知できないため、ス
ピーカーが損傷する危険があります（14ページの「マルチウェイ・
スピーカーシステム」を参照してください）。通常、大規模な音響
再生システムでは、音圧レベルを最大化するために、クロスオー
バーの個々の出力に別々のコンプレッサーを使用します。ステ
レオの音響再生システムでは、各帯域（低域と低域、中域と中域
など）で1台の166XS を使用することができます。

■操作方法と操作上の注意	つづき
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PAシステムの平均レベルを上げる
リミッター（∞ :1 のような高いレシオでのコンプレッション）をか
けると、低いレベルの入力信号がシステムを通じて高いレベルで
再生されるため、音の明瞭度が改善されます。コンサート会場など
では、ボーカリストの囁くような声でもすべての客席で明瞭に聞こえ
るようになります。OverEasyを使えば、10:1 以上のレシオによる極
めて強いコンプレッションを様々な状況で使用できるため、音量の
変化が大きい話し手や歌手、ミュージシャンは、音量変化がもたら
す悪影響を気にかけることなく、本来の演奏に集中することができ
ます。

イコライザーを使用してライブ会場のハウリングを低減する
166XS とイコライザーを組み合わせて、クラブや野外コンサート
などのライブ会場でハウリングを低減することができます。ハウリン
グを低減するには、
①	ミキサーのメイン出力に166XS を配置し、ハード・ニー設
定に切り替えて、ハウリングの最初の共鳴が発生するまで
OUTPUT	GAINつまみをゆっくりと上げていきます。

②	次に、レシオを∞ :1に、スレッショルド（THRESHOLD）を低
い値に設定します。

③	166XS がハウリングの最初の共鳴を捉え、それを一定のレ
ベルに抑えたら、それが最小になるようにイコライザーを調
整します。ミキサーのゲインを上げて、引き続き発生する共
鳴の周波数を3つか4つ、イコライザーで補正するまで
続けます。

166XS をラインアンプとして使用する
166XS をラインアンプとして使用するには、
①	RATIOつまみを反時計回りいっぱいに1:1の位置まで回
転し、THRESHOLDつまみを時計回りいっぱいに回転し＋
20の位置に設定し、PEAKSTOPを＋ 20に設定した後、

②	用途に合わせてOUTPUT	GAINつまみを調整します。
ゲインが大きすぎると、信号レベルが高い時、クリップしてしまいます
ので注意してください。コンプレッションを行う場合は、RATIOつ
まみとTHRESHOLDつまみを適宜設定してください。

周波数に応じたコンプレッション（サイドチェイン処理）
周波数に応じてコンプレッションをかけると、既にミックスされたプロ
グラム信号から特定のボーカルや楽器を分離して処理することが
できます。SIDECHAIN	 INSERTの前（音声入力ではなく）にイ
コライザーを挿入した場合、イコライザーの設定を変えても音
声信号の音色や周波数特性は変化しません。単にコンプレッ
サーのスレッショルド特性が“周波数に応じて”変わります。

この構成では、イコライザーで特定の周波数を上げると、音声
信号に含まれるそれらの周波数が抑えられます。THRESHOLD
を比較的高い値に設定すると、通常の音は影響を受けず、ソロま
たは非常に大きい音だけにコンプレッションがかかります（当然、コ
ンプレッションがかかると、プログラム信号全体のレベルが影響を
受けますが、166XS のContourボタンを押した場合は、低域のエ
ネルギーが失われないようになります）。THRESHOLDの設定に
応じて、低いレベルの基音または倍音にはコンプレッションがかか
らないようになります。また、サイドチェイン処理ではプログラム信号
にイコライザーをかけることによって通常発生する、位相シフト
の影響がありません。

シンバルやタムを録音する時は、サイドチェインの経路にイコライ
ザーを挿入してコンプレッサーを使用することによって、テープ
の飽和を防止できます。5kHzあたりがピークになるようにイコラ
イザーをブーストすれば、シンバルの非常に大きいクラッシュ音に
コンプレションがかかり、ヘッドルームの少ない高域でテープの飽和
を防止します。一方、ドラム・スティックの繊細なタップ音やブラシ奏
法のシンバルの音は影響を受けません。タムは周波数の低い楽器
であり、テープに大きな負荷を与える可能性が低いため、通常タム
の音にコンプレッションをかける必要はありません。サイドチェインの
回路にイコライザーを入れることで、シンバルとタムの音量が同
じ程度であっても、シンバルのクラッシュ音に強くコンプレッションを
かけることができます。

前記のイコライザーを使った手法を逆に利用することもできま
す。つまり、イコライザーで特定の帯域を抑える（カットする）と、そ

	

166XL

イコライザ

音源 出力

INPUT OUTPUT

SIDECHAIN
INSERT

図 3：周波数に応じたコンプレッション
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ディエッサーをかける
声にディエッサーをかける（サ行などの子音による歯擦音を低
減する）には、SIDECHAIN 入力にパラメトリック・イコライザー
を入れます。その際、歯擦音が発生する特定の周波数帯域（通
常は4〜6kHzの範囲）をブーストするようにパラメトリック・イコラ
イザーを調整します。こうすると、既に歯擦音の強い声が、サイド
チェインに入力される際に強調されます。この構成でスレッショルド
およびレシオを中程度から高い値に設定し、アタック時間とリリース
時間をFASTに設定すると、基本的な音質や声のバランスに影
響を与えないで、歯擦音を大幅に減衰することができます。コンプ
レッションがかかると、すべての周波数のレベルが低くなりますが、
一般的にサ行の子音は、声の主要な音調となる部分の前や後に、
他の音から独立して発生します。

サステインを延ばす
ギターやベースなどの楽器のサステインを延ばすには、サイドチェ
イン入力でイコライザーを使用し、楽器の主要な周波数帯域を
ブーストします。166XS をハード・ニー設定に切り替え、アタック時
間とリリース時間をSLOW方向に、スレッショルドを比較的低い値
に、レシオ（RATIO）を中程度の値にそれぞれ設定してください。

マルチウェイ・スピーカーシステム
マルチウェイ・スピーカーシステムで1台のコンプレッサーを使
用する場合（イコライザーより後段、クロスオーバーより前段）、
音響システムのオペレーターは、スピーカーシステムの中で最も
損傷を受けやすい機器が破損する点を越えないように、レベルを維
持しなければいけません。たとえば、中域のドライバーが頻繁に
損傷する場合には、より低い音圧レベルでシステム全体を調整する
か、中域のドライバーを追加する必要があります。166XS のサイ
ドチェイン入力にイコライザーを挿入すると、損傷を受けやすい
ドライバーが扱う周波数帯域をより的確に検知できるようになりま
す。こうすると、より高いレベルでシステムを駆動でき、損傷を与える
信号が検出された場合のみ、レベルを下げることができます。

サイドチェイン入力でフィルターを使用する
サイドチェイン入力にフィルターを挿入すると、基本的には、イ
コライザーを挿入した場合（前項を参照してください）と同様の
効果が得られます。フィルターを通過する周波数にはコンプ
レッションがかかります（少なくとも、フィルターの通過帯
域の外部にある周波数よりは、コンプレッションがかかり
やすくなります）。パッシブ型のフィルターは挿入損失があ
るため、フィルターの通過帯域で一定のゲインリダクショ
ンを維持するためには、166XSのスレッショルド設定を低
くしなければならない場合があります。そのような必要性
があるかどうかは、166XS のTHRESHOLD	LEDをチェック
して決めてください。

放送のためのプレエンファシス
サイドチェイン入力にプリエンファシス・フィルターを挿入して、プ
リエンファシスがかかった音声信号を166XS で処理すると、放送
のヘッドルーム制限内で、より高いレベルの信号を通すことができ
ます。

■操作方法と操作上の注意	つづき
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166XS にはバランス入力とバランス出力があり、ミキサー、楽器、
パッチベイ、その他のシグナル・プロセッサーなど、様々なラインレ
ベル機器を接続することができます。使用するケーブルの詳細に
ついては、18ページの「ケーブルのピン配置」を参照してください。

どんな接続を行う場合でも、以下の手順に従ってください。

1.	接続作業を行う前に、全ての機器の電源を切ります。

2.	必要に応じて、EIA	 1Uのラック・スペースに166XS を
据え付けます。

166XS を据え付けるには、EIA	 1Uのラック・スペースが必要で
す。166XS は特別な換気が不要であるため、熱を発生しない機
器であれば真上もしくは真下に166XS を設置することもできま
す。なお、使用中に周囲の温度が45℃を超えないように注意して
ください。

注意：機器のカバーは取り外さないでください。機器の内部にお客
様が保守できるような部品はありません。また、カバーを取り
外すと、感電の危険があります。

3.	必要に応じて、XLR端子または標準フォーンジャック（3P）
を接続します。
一般的な接続（パッチ）点：
・	個々の楽器または録音トラック上で166XS を使用する時は、ミ
キサーのチャンネルまたはサブグループのインサート。

・	ミックスを行う時は、ミキサーのメイン出力またはバスのインサー
ト。

・	ギターやベースで166XS を使用する時は、楽器用プリアンプ
のエフェクト・ループ。

・	信号をメインのミキサーへ送る時は、サブミキサー（キーボー
ド・ミキサーなど）のメイン出力。

・	DATの出力とアナログ・カセットテープレコーダーの入力間な
ど。

複数のプロセッサーを連結する時は、エフェクターやダイナミ
クスの前後どちらにでも166XS を配置できますが、スピーカーを
保護するために使用する場合は、信号経路内でパワーアン
プのできるだけ近くにコンプレッサーを配置する必要があり
ます。お持ちの知識と経験を通じて様々な設定を試し、どれが最
も優れた結果を引き出せるかを調べてください。

注： パワーアンプまたは音響機器のスピーカー出力に166XS
の入力を接続しないでください。

4.	本体の電源を入れます。AC電源コードを本体とACコン
セントにしっかりと接続します。

注：電源の電圧を確認してください。166XS は、AC100V、
50/60Hzで動作するように設計されています。

SIDECHAIN	INSERTの使用方法
SIDECHAIN	INSERTを使用すると、音声入力以外の信号（イ
コライザーなどの外部機器からの信号）を使って、コンプレッ
サーまたはエキスパンダー /ゲートを制御することができます。
SIDECHAIN	 INSERTの一般的な応用事例として、キーによる
ゲート、周波数に応じたゲート、周波数に応じたコンプレッションな
どが挙げられます。これらの応用事例については、この取扱説明
書の10〜14ページで詳しく説明されています。SIDECHAIN	
INSERTを使用するにあたって、特別なケーブル接続が必要に
なる場合があります。
たとえば、周波数に応じたゲートまたは周波数に応じたコンプレッ
ションを行えるように166XS を構成するには、166XS の INPUT
に送るのと同じ信号をイコライザーの入力に供給し、イコライ
ザーの出力を166XS の SIDECHAIN	 INSERTコネクター
に接続する必要があります（13ページの図3を参照してください）。
166XS の INPUTとイコライザーの入力の両方に同じ信号を
供給するには、複数の異なる方法があります。

方法 1：
		 インサート・ケーブルを SIDECHAIN	 INSERT端子に
差し込みます。この場合、リング（SEND）はイコライザー
の入力に、チップ（RETURN）はイコライザーの出力に、
それぞれ接続します。

方法 2：
	 Yケーブルを使用し、166XS の INPUTとイコライザーの入
力の両方に音源の信号を供給します。

方法 3：
	 166XS の INPUT端子の1つに信号を供給し、並列に接続
されたもう1つの INPUT端子でイコライザーを駆動します
（たとえば、音源をチャンネル1の標準フォーンジャック入力に供
給する場合、チャンネル1のXLR 入力から信号をイコライ
ザーに供給します。）

方法 4：
	 音源の内部で出力信号が分割されている場合は（たとえば、
多くのシンセサイザーは2つの出力から同じ信号を送り出
すことができます）、個々の出力にケーブルを差し込み、一方を
166XS の INPUTに、他方をイコライザーに接続します。

■166XSとシステムとの接続
基本的な接続
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ミキサーとの接続
マルチトラック録音の特定のトラックやライブ演奏の1つのチャンネ
ルにコンプレッションをかけたい場合は、166XS の INPUTを音源
の出力端子に接続し、OUTPUTをミキサーのライン入力端子
（バランスまたはアンバランス）に直接接続します。もしくは、166XS
の INPUTとOUTPUTをインサート端子に接続することもできま
す。インサート端子に接続する場合、信号がアンバランスになるこ
とがあります。
コンプレッションがかかる量は、入力信号のレベルと直接関係する
ことに十分注意してください。しかし、システムの構成によっては、
信号経路にあるどの音量つまみが入力レベルに影響し、どのつま
みが出力レベルを動かすのか、明確でない場合があります。
ミキサーのチャンネルの音量つまみに入る前に信号にコンプレッ
ションがかかるように166XS が接続されている場合（つまり、音源
とミキサーの入力の間に166XS が直接接続されている場合、
または“プリ・フェーダー”のミキサー・インサートに166XS が接
続されている場合）は、音源の音量つまみ（シンセサイザーの音
量つまみなど）を調整することで入力レベルを増減（ブーストまた
はカット）し、166XS のOUTPUT	GAINつまみやミキサーの音
量調整フェーダーを使用して（音量調整フェーダーはフェー
ドアウトを効果的に行えます）、そのトラックの出力レベルを変化さ
せることができます。一方、“ポスト・フェーダー”のミキサー・イン
サートに166XS が接続されている場合は、ミキサーの音量調整
フェーダーを調整すると、入力レベルとコンプレッションの量が変
化します。
ミキサーの音量調整フェーダーを使って出力レベルを制御し
たい場合は、音源とミキサーのチャンネル入力との間にコンプ
レッサーを直接挿入することをお勧めします。こうすると、166XS
のつまみはコンプレッションの量とミキサーの入力レベルを制御
し、ミキサーの音量調整フェーダーは、そのトラック全体の音量
のみを調整するようになります。

楽器（エレキギター、、キーボードなど）との接続
エレキギターの出力は、166XS の音声入力を駆動するほど信号
レベルが十分に高くない場合があります。そのような場合は、背面
パネルのOPERATING	 LEVEL（＋4/−10）スイッチを押して
ください。こうすると、低いレベルの信号が約 12dB 増幅されます。
OPERATING	LEVELスイッチを押してもレベルが十分でない
場合は、ギター・アンプのプリアンプ出力（もし搭載されていれば）を
使用するか、信号レベルの低い楽器の入力に合うように設計され
た他の機器（各種のフットペダル型エフェクター、楽器用プリア
ンプ、ラックマウント型音響機器など）の出力を使用してください。
これらの音源はバランスでもアンバランスでも、166XS で問題なく
使用できます。

また、マイクロホン、ベースギター、電子楽器などの出力も通常は信
号レベルが低くなっています。ほとんどの場合、これらの信号は増
幅しないと、166XS の入力を駆動できません。たとえばポータブル・

テープレコーダーに声を直接録音する時は、マイクロホンと
166XS との間にマイクロホン・プリアンプを挿入すれば、信号を増
幅して、高いレベルの信号をテープレコーダーに供給することが
できます。
キーボード、サンプラー、ドラムマシン、音源モジュールは通常ライ
ンレベルの信号を出力するため、これらの機器の出力は166XS
の入力に直接接続することができます。

注： パワーアンプの出力や、他の機器のスピーカー出力を
166XSの入力に接続しないでください。機器に重大な損害
が発生する可能性があります。

パッチベイとの接続
スタジオで166XS をパッチベイに接続すれば、スタジオ・システム
内の任意の場所で使用することができます。スタジオ・システムが
完全にバランス型でない場合は、未使用のXLRピン（通常は3
番ピン）かフォーンジャック出力のリングをグラウンドへ接続する必
要があります。XLRの 2 番ピンをグラウンドへ接続すると、位相が
反転してしまいますので注意してください。

パワーアンプ、クロスオーバーとの接続
ライブ演奏のミックスにコンプレッションをかけたり、スピーカーを
保護するには、音源（ミキサー、音声分配機など）とパワーアンプ
との間に166XS を接続します。マルチウェイのステージスピー
カーをアクティブ型クロスオーバーと組み合わせて使用する場
合は、クロスオーバーの後に166XS を接続してください。ステ
レオ・システムでは、2つの高域用クロスオーバー、2つの低域
用クロスオーバーなどの出力をそれぞれステレオ接続すること
ができます。クロスオーバーの前段に166XS の 1つのチャンネ
ルしか使えないという制限がある場合は、サイドチェインにイコラ
イザーを追加すると、高域用スピーカーのコンポーネントを一層
保護することができます（12ページの「スピーカーを保護する」
を参照してください）。

■166XSとシステムとの接続	つづき
システム接続の実例
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接続と配線
166XS は600Ωのバランス（差動式）機器であり、公称＋4dBuま
たは−10dBVのレベルに設計されています。入出力は、標準フォー
ンジャック（3P）とXLR端子を使用できます。配線が正しければ、
バランス音源またはアンバランス音源で使用でき、出力もバランス
またはアンバランスの負荷で使用できます。
バランス線は、2本の導線がシールドされたケーブルで、グラウンド
に対する極性が互いに反対であること以外は同じ信号を、2本の
導線で伝送します。アンバランス線は、1本の導線がシールドされ
たケーブルで、1本の導線が信号を伝送し、シールドはグラウンドの
電位にあります。

入力ケーブルの構成
166XS の実効入力インピーダンスは、バランスで50kΩ以上です。
このため、166XS の音声入力は、高低を問わず、ほとんどの音源
インピーダンスで使用できます。166XS の入力端子は並列接続さ
れています。つまり、フォーンジャックのチップ（＋）は内部でXLR端
子の2番ピンに、リング（−）は3番ピンに、スリーブ（シールド）は1
番ピンに接続されています。過去に製造された機器では、2番ピン
と3番ピンが逆になっていることもあります。この場合でも、入力と
出力で同じ接続を行えば、信号は正しく出力されます（同相）。
入力端子で入力の配線を逆にすると、出力信号の極性は入力信
号の反対になります（180°逆相）。

出力ケーブルの構成
166XS の出力は、XLR端子と標準フォーンジャック（3P）が並列
に接続されており、一方の端子から600Ωの負荷を駆動できます。
フォーンジャックのチップ（＋）は内部でXLR端子の2番ピンに、リ
ング（−）は3番ピンに、スリーブ（シールド）は1番ピンに接続され
ています。過去に製造された機器では、2番ピンと3番ピンが逆に
なっていることもあります。この場合でも、入力と出力で同じ接続を
行えば、信号は正しく出力されます（同相）。

グラウンド
バランス音源におけるハムノイズを可能な限り抑えるために、
166XS の入力と出力を共通のグラウンドに接続するのは避けて
ください。ほとんどのバランス（3芯）ケーブルは、両端のシールドが
接続されています。そのため、グラウンドループが構成されハムノイ
ズの原因となります。ハムノイズが問題となる場合は、可能ならば機
器の出力ではなく入力において、複数のケーブルのシールドを切
断してみます。入力ケーブルのシールドは音源側でグラウンドと接
続し（166XS の入力側では接続しない）、出力ケーブルのシール
ドは166XS のグラウンド端子と接続します（166XS の信号を受け
取る機器側では接続しない）。シールドは、XLRでは1番ピン、標
準フォーンプラグ（3P）ではスリーブ（SLEEVE）です。

■配線に関する注意
入出力ケーブルの構成

図 4：信号の流れ（バランス接続）

166XL

信号の流れ
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■仕様

チャンネル数	 	 2

音声入力	
	 端子・型式	 XLR/ 標準フォーンジャック (3P)、電子バランス
	 インピーダンス	 50k Ω
	 最大レベル	 +24dBu

サイドチェイン入力	
	 端子・型式	 標準フォーンジャック (3P、チップ )、アンバランス
	 インピーダンス	 10k Ω

音声出力	
	 端子・型式	 XLR/ 標準フォーンジャック (3P)、電子バランス
	 インピーダンス	 120 Ω
	 最大レベル	 +21dBu

サイドチェイン出力	
	 端子・型式	 標準フォーンジャック (3P、リング )、アンバランス
	 インピーダンス	 2k Ω

周波数特性	 	 20Hz 〜 20kHz(+0/-0.5dB)

THD+N	 	 0.04%(1kHz)

ダイナミックレンジ	 	 115dB

電源	 	 AC100V、50/60Hz、15W

寸法・質量	 	 幅 483 ×高 45×奥行 172mm、2.3kg




