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お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

この取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも見られるところに保管してください。
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目 次

取扱説明書には、お使いになる方や他の方への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載し
ています。以下の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」
「注意」の二つに区分しています。

安全上のご注意

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

■ミキサーに取り付けるときやミキサーから取り外すときは、厚手
の手袋を着用してください。基板の鋭利な部分に素手で触れる
とけがの原因となります。また基板に素手で触ると、皮脂など
が付着し、接触不良やノイズが発生する原因となります。

■	ミキサーに取り付けるときやミキサーから取り外すときは、そ
のミキサーやそのミキサーに接続されている周辺機器の電源を
切ってから行ってください。感電の原因となります。

■	カードに触れる前に、塗装面以外の金属部分やアースされてい
る機器のアース線などに触れるなどして、衣類や身体の静電気
を除去してください。静電気による故障の原因となります。

警告 注意

安全上のご注意............................................................................................................................................P.2

目次...............................................................................................................................................................P.2

各部の名称と機能.........................................................................................................................................P.3

ミキサーへの取り付け.................................................................................................................................P.3

ワードクロックや入出力信号の設定...........................................................................................................P.4

Windows.PC へのドライバーのインストール..........................................................................................P.5

ステージボックス、PCとの接続................................................................................................................P.6

■必ず以下の対応するミキサーに装着してください。対応していな
いミキサーやその他の機器に無理に装着すると、故障の原因と
なるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。

・Si	Expression	1/2/3
・Si	Impact

■	ミキサーへの取り付けは正しく行ってください。間違って取り付
けると、火災や感電の原因となります。

■	カードを装着するミキサーは確実にアース接続をしてください。
感電の原因となります。また、このカードの左右にある接続ネジ
はアースを兼用しています。最後までしっかり締めてください。

■	水に入れたり、濡らさないでください。また、金属片などが基
板に触れないようにしてください。火災や感電の原因となります。

■	煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損したなどの異
常がある時は、ただちに使用を中止して修理を依頼してくださ
い。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。

■	分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる部品は
内部にはありません。分解や改造は保証期間内でも保証の対象
外となるばかりでなく、火災や感電の原因となります。

・Si	Preformer	1/2/3
・Si	Compact	16/24/32
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各部の名称と機能

① MADI 端子 : RJ-45 の MADI 端子です。MADI 対応機器とデジタル伝送を行うために使用します。

② LOCK LED : MADI 端子に接続されているMADI 対応機器がミキサーとシンクしている場合に緑色に点灯します。

③ USB 端子 : Bタイプの USB 端子です。Windows	PC や Mac	PC でマルチトラックの録音 / 再生を行うために使用します。

・	USB 端子を使用してWindows	PC と接続する場合は、PCに専用のオーディオ・ドライバーをインストールする必要があります。詳細は
「Windows	PC へのドライバーのインストール　P.7」をご覧ください。Mac	PC はドライバーをインストールする必要はありません。

・	マルチトラックの録音 / 再生を行うためには、PCにサードパーティのオーディオ・ドライバーの使用を可能にするデジタル・オーディオ・ワー
クステーション (DAW) をインストールする必要があります。

・	 MADI 端子とUSB 端子の入出力信号の設定は内部の DIP スイッチで行います。MADI 端子を使用して64ch の信号を受信する場合、
USB 端子から信号は受信できません。USB 端子から 32ch の信号を受信する場合、MADI 端子から受信できる信号は 32ch に制限さ
れます。送信は、MADI 端子 64ch、USB 端子32chで固定です。

④ 接続ネジ : ミキサーと固定するためのねじです。

⑤ DIP スイッチ : ワードクロックや入出力信号の設定を行うためのスイッチです。詳細は「ワードクロックや入出力信号の設定	P.6」を	
ご覧ください。

⑤

①
② ③

④

ミキサーへの取り付け
以下の手順に従ってミキサーに取り付けてください。

1.	カードを取り付けるミキサーやそのミキサーに接続されている周辺機器の電源を全て切ってください。

2.	カードを取り付けるミキサーの拡張スロットにカバーが付いている場合はそれを取り外します。

3.	拡張スロットの左右下部にあるレールにカードの基板を挿入して、そのまま奥まで押し込みます。

4.	接続ネジをしっかりと締め、ミキサーと固定します。
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ワードクロックや入出力信号の設定
ワードクロックや入出力信号の設定は、カードの基板上にあるDIP スイッチで行います。DIP スイッチは全部で4つあり、スイッチが手前
にある状態が OFF、奥にある状態が ONになります。

■ DIP スイッチ 3/4
MADI 端子、USB 端子に入力された信号を、ミキサーのどのチャンネルに入力するかを設定します。詳細は以下の通りです。
工場出荷時はDIP スイッチ3が OFF、DIP スイッチ4が ONに設定されています。

DIPスイッチ3 DIPスイッチ4 MADI端子に入力された信号の
入力チャンネル

USB端子に入力された信号の
入力チャンネル

OFF OFF ch1～ 64 -
ON OFF ch33 ～ 64 ch1～32
OFF ON ch1～32 ch33 ～ 64
ON ON ch1～ 64 -

各スイッチの設定項目は以下の通りです。

■ DIP スイッチ1

ワードクロックの同期先を設定します。スイッチを OFF にするとミキサーに、ONにするとカードに接続されたMADI 機器に同期します。
工場出荷時はOFF に設定されています。

・	 2 台のミキサーにそれぞれ Si	MADI-USB	card を搭載して、一方のミキサーをマスター、もう一方のミキサーをスレーブとしてMADI で
接続する場合は、マスターとなるミキサーのカードはミキサーに同期 ( スイッチ OFF) に設定し、スレーブとなるミキサーのカードは接続
されたMADI 機器に同期 ( スイッチ ON) に設定する必要があります。

・	 カードの設定に合わせて、ミキサー本体のワードクロックの同期先も変更する必要があります。詳細はミキサーの取扱説明書を	
ご覧ください。

DIP スイッチ2 MADI 端子からの出力チャンネル USB 端子からの出力チャンネル
OFF ch1～ 64 ch1～32
ON ch1～ 64 ch33 ～ 64

■ DIP スイッチ 2
USB 端子から、ミキサーのどのチャンネルの信号を出力するかを設定します。OFF の時はミキサーの ch1～32、ON の時はミキサー
の ch33 ～ 64 の信号が出力されます。工場出荷時はONに設定されています。MADI 端子からは、DIP スイッチの設定に関わらずミキ
サーの ch1～ 64 の信号が出力されます。
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Windows PC へのドライバーのインストール

Products Option	Cards Si	Option	Cards Downloads→ → →

USB 端子を使用してWindows	PC と接続する場合は、PCに専用のオーディオ・ドライバーをインストールする必要があります。ドライバー
のインストール手順は以下の通りです。Mac	PC はドライバーをインストールする必要はありません。

1.	Soundcraft	web サイト (www.soundcraft.com) の以下の場所にあるオーディオ・ドライバー「Soundcraft	MADI-USB	USB	Audio	
Driver」をダウンロードします。

　

2.		ミキサーにSi	MADI-USB	card を取り付けます。

3.	Si	MADI-USB	card の USB 端子とPC の USB 端子を USBケーブルで接続します。

4.		ミキサーの電源を入れます。

5.	ダウンロードしたファイルを解凍します。解凍後のファイルをダブルクリックするとインストールが開始されます。表示に従ってインストー
ルを進めてください。

6.	最後に PC を再起動すれば、インストールが完了します。正常にインストールが完了すると、プログラム内の「Harman	Pro」という
ファイル内に「Soundcraft	USB	Audio	Control	Panel」が追加されます。「Soundcraft	USB	Audio	Control	Panel」では、接続
されているミキサーの確認、ストリーミングモードやバッファーサイズの設定が行えます。確認や設定を行いたい場合は、タスクバーの
「Soundcraft	USB	Audio	Control	Panel」をクリックして、コントロールパネルを表示させてください。

・オーディオ・ドライバーはアップデートされることがあります。詳細は Soundcraft	web サイトをご覧ください。
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ステージボックス、PC との接続

ステージボックスとの接続

Si	MADI-USB	card の MADI 端子とステージに置いたステージボックスを CAT5 ケーブルで接続すれば、重くてかさばるマルチケーブル
を使用することなく音声信号の送受信ができます。接続には高品位なストレートの CAT5 ケーブルを使用してください。CAT5 ケーブルで
接続した場合にミキサー～ステージボックス間での通信可能な距離は約100mです。

ミキサーとステージボックスの接続後、以下の手順に従ってステージボックスをミキサーの入力や出力にパッチしてください。

ステージボックスに入力された信号をミキサーにパッチする方法

1. パッチしたいチャンネルの SEL スイッチを選択します。

2.タッチスクリーンの INPUTSメニューまたは INPUTS	＆	VCA メニューにある Input	Patch を選択し、設定画面を開きます。

3. 画面を右にスクロールしていくと、「MADI	USB	CARD」と表示された Si	MADI-USB	card のパッチ画面が 8chごとに表示されます。
パッチしたいアイコンにタッチしてください。

4. パッチしたい全てのチャンネルで1～3 の作業を繰り返します。

ミキサーから出力された信号をステージボックスにパッチする方法

1. パッチしたいバスの SEL スイッチを選択します。

2.タッチスクリーンの OUTPUTSメニューまたはOUTPUTS	&	DMX メニューにあるPatch	01/02 を選択し、設定画面を開きます。

3. 画面を右にスクロールしていくと、「MADI	USB	CARD」と表示された Si	MADI-USB	card のパッチ画面が 8chごとに表示されます。
パッチしたいアイコンにタッチしてください。

4. パッチしたい全てのバスで1～3 の作業を繰り返します。

・複数のチャンネル /バスを自動的にパッチするには、AUTO	COMPLETE ボタンにタッチします。例えば、チャンネル1をMIC入力 5に	
	パッチしてAUTO	COMPLETE ボタンを押すと、チャンネル2はMIC入力 6、チャンネル 3はMIC入力7というように自動的にパッチ					
を行います。

・1つの入力ソースは最大4つのチャンネルにパッチできます。5つ以上のチャンネルにはパッチはできません。5つ以上のチャンネルにパッ	
チしようとすると警告ダイアログが表示されます。

マイク、楽器など

ステージボックス

パワーアンプ、
スピーカーなど
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PCとの接続

Si	MADI-USB	cardのUSB端子とデジタル・オーディオ・ワークステーション(DAW)をインストールしたPCをUSBケーブルで接続すれば、
マルチトラックの録音 / 再生が簡単に行えます。接続には、ミキサー側が Bタイプの USB 端子になっているUSBケーブルが必要です。

ミキサーとPC の接続後、以下の手順に従ってPC をミキサーの入力や出力にパッチしてください。

ミキサーに入力された信号を PC にパッチする方法

1.PC を使用したマルチトラックの録音を行うためには、一般的にミキサーの各チャンネルにあるダイレクトアウトを使用します。	
パッチしたいチャンネルの SEL スイッチを選択してください。

2.タッチスクリーンの INPUTSメニューまたは INPUTS	＆	VCA メニューにあるDirectOut	Patch を選択し、設定画面を開きます。

3. 画面を右にスクロールしていくと、「MADI	USB	CARD」と表示された、Si	MADI-USB	card のパッチ画面が 8chごとに表示されます。
パッチしたいアイコンにタッチしてください。

4. パッチしたいチャンネルで1～3 の作業を繰り返します。

PC から出力された信号をミキサーにパッチする方法

1. パッチしたいチャンネルの SEL スイッチを選択します。

2.タッチスクリーンの INPUTSメニューまたは INPUTS	＆	VCA メニューにある Input	Patch を選択し、設定画面を開きます。

3. 画面を右にスクロールしていくと、「MADI	USB	CARD」と表示された Si	MADI-USB	card のパッチ画面が 8chごとに表示されます。
パッチしたいアイコンにタッチしてください。

4. パッチしたい全てのチャンネルで1～3 の作業を繰り返します。

･複数のチャンネルを自動的にパッチするには、AUTO	COMPLETE ボタンにタッチします。例えば、チャンネル1を MIC 入力 5 に	
パッチして AUTO	COMPLETE ボタンを押すと、チャンネル 2 は MIC 入力 6、チャンネル 3 は MIC 入力 7というように自動的に	
パッチを行います。

･ダイレクトアウトから出力される信号は、INPUTSメニューまたは INPUTS	＆	VCA メニューにあるDirectOut	Pre/Post でプリハイパ
スフィルターまたはポストハイパスフィルターに設定できます。

マイク、楽器など

パワーアンプ、
スピーカーなど

PC
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ステージボックスとPCとの接続

Si	MADI-USB	card の MADI 端子とステージに置いたステージボックスを CAT5 ケーブルで接続し、Si	MADI-USB	card の USB 端子
とデジタル・オーディオ・ワークステーション (DAW) をインストールした PC を USBケーブルで接続すれば、ステージボックスからミキサー
に入力された信号をそのままPC で録音できます。

マイク、楽器など

パワーアンプ、
スピーカーなど

ステージボックス PC

この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。
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札幌オフィス
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