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●水に入れたり、ぬらさないでください。火災や感電の原因
になります。

●付属の電源ケーブルを他の製品に使用しないでください。

● AC100V 50/60Hz の電源で使用してください。これ以
外の電源では、火災や感電の原因となります。

●必ず専用の電源ケーブルを使用してください。これ以外の
ものを使用すると火災の原因となります。

●電源ケーブルの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけた
り、無理に引っ張ったりしないでください。ケーブルが破
損して火災や感電の原因になります。電源ケーブルが傷ん
だら（断線や芯線の露出など）、直ちに使用を中止し販売
店に交換をご依頼ください。

●水が入った容器や金属片などを、機器の上に置かないでく
ださい。こぼれたり、中に入ったりすると、火災や感電の
原因となります。

●万一、落としたり筐体を破損した場合は、直ちに使用を中
止し、修理を依頼してください。そのまま使用すると、火
災の原因となります。

●雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグに触れないでく
ださい。感電の恐れがあります。

●煙がでる、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の
異常がある時は、ただちに電源プラグをコンセントから抜
き、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。

●不安定な場所に設置しないでください。落下によるけが
の原因となります。

●以下のような場所に設置しないでください。

・直射日光の当たる場所

・温度の特に高い場所、または低い場所

・湿気の多い場所

・ほこりの多い場所

・振動の多い場所

●機器をラックに設置する場合は、必ず専用のラックマ
ウント金具を使用し、重量を支えるために全てのネジを
しっかり固定してください。落下すると、けがや器物を
破損する原因となります。

●配線は、電源ケーブルを抜いてから説明書に従って正し
く行ってください。電源ケーブルを差し込んだまま配線
すると、感電する恐れがあります。また、誤配線による
ショート等は火災の原因となります。

●電源を入れる前に、音量を最小にしてください。突然大
きな音が出て聴覚障害などの原因となります。

●機器の移動は、電源プラグをコンセントから抜き、他の
機器との接続を全て外してから行ってください。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感
電の原因となります。

●電源プラグを抜くときに、電源ケーブルを引っ張らない
でください。ケーブルが傷つき火災や感電の原因となり
ます。

●ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜
いてください。火災の原因となることがあります。

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。

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。

取扱説明書には、お使いになる方や他の人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。
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AFS 224
はじめに
このたびはdbx AFS 224をお買い上げいただきありがとうございます。AFS 224は最新のハウリング抑制機能

（AFS:Advanced Feedback Suppressor）を搭載し、シンプルで分かりやすい操作性を実現したハウリングサプレッサ

です。高性能DSPと明快な操作性により、AFS 224は設備用途にもライブ用途にも必要不可欠な処理性能を提供

します。

現在、10個もしくは12個のフィルタを搭載したハウリングサプレッサが標準的です。しかしAFS 224は、1/80octという

狭いバンド幅のフィルタを各チャンネルに24個配置することができます。AFS 224ではこれまで高級機にのみ搭載さ

れていた機能を向上させ、独立型のプロセッサとして開発しました。ハウリング抑制フィルタを多く搭載しているだ

けではなく、AFS 224ではフィルタモード、ライブフィルタ自動解除設定、フィルタの型などが設定可能で、前面パネル

から簡単に操作することができます。

この冊子はAFS 224の全機能を理解するための取扱説明書です。機能についてご理解いただいた上で、

AFS224を実際に操作し、様々な用途に応じた最適な使い方を追求することをお勧めいたします。

梱包内容の確認

梱包を開けたら、まず次のものが入っていることを確認してください。

●AFS 224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

万一足りないものがございましたら、お手数ですが購入された販売店にご連絡ください。

アフターサービス
修理に出される前に今一度、取扱説明書をご参照のうえ、設置手順や操作方法をご確認ください。

不明な点がございましたら、販売店までお問い合わせください。

もし修理に出される場合には、製品が梱包されていたパッケージをご使用ください。
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AFS 224の概要
AFS 224には次のような特長があります。

・ dbx独自のAFS（Advanced Feedback Suppression）ハウリングサプレッション

・各チャンネルに24個のプログラム可能なフィルタを装備

・ステレオ／モノラル2チャンネル処理

・ライブと固定で選択可能なフィルタモード

・ライブフィルタ自動解除時間の設定

・用途に応じて選択可能なフィルタの型

・入力レベルメータ搭載

・各チャンネルのフィルタの状態を表示する24セグメントのLED

・入出力には電子バランス型のXLR端子と標準フォーンジャック（3P）を装備

AFS 224の特徴的な機能として、固定／ライブの2つのフィルタモードとライブフィルタ自動解除機能があります。ライブモー

ドはフィルタの配置を絶えず自動更新するモードで、演奏中の突発的なハウリングにも柔軟に対応することができます。

フィルタ自動解除機能は不要となったフィルタの配置を自動的に解除する機能で、フィルタを除去することで、音質を向

上させることができます。
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AFS 224

①電源コネクタ
AFS 224はAC100V、50／60Hzの電源で動作します。付属
の電源ケーブルを接続してください。

②OUTPUTS端子（チャンネル1、2）
出力にはXLR端子（オス）と標準フォーンジャック（3P）の2種
類が装備されています。

③＋4dBu／－10dBV切り替えボタン
このボタンはAFS224の動作レベルを＋4dBuと－10dBVで切
り替えます。

④ INPUTS端子（チャンネル1、2）
入力にはXLR端子（メス）と標準フォーンジャック（3P）の2種
類が装備されています。最大入力レベルは＋20dBu（基準電
圧:0.775Vrms）です。

1 各部の名称と機能

ハウリングとは

①� ②� ③� ④� ②� ③� ④�

ハウリングはマイクロホンやギターピックアップなどで収音された信
号をアンプで拡声した時に、同じ位相で再度拾い上げてしまうこと
で発生します。AFSは高精度な周波数検知と最先端の処理技術
を用いて、ハウリングの発生している周波数のみを正確に切り出
し除去します（音を大きく損なうことはありません）。今までハウリン
グの抑制にはグラフィックイコライザが使用されてきました。グラフィ
ックイコライザはハウリングの抑制方法として有効ではありますが、

厳密に測定をすると1/3octの周波数スライダを使用した場合、信
号のパワーのおよそ半分を取り除いてしまいます。高精度のAFS
を用いれば周波数全体に対してほんのわずかの部分だけを自動
的に除去し、ハウリングをほぼ全て抑制することができます。以下
のグラフはAFSと他のハウリングサプレッサ、従来のグラフィックイコ
ライザを用いた場合とを比較したものです。
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⑤ INPUT LEVELメータ
入力レベルを4段階で表示します。表示範囲は－10dBuか
ら＋18dBuです。
重要：適正な動作と最大の効果を得るためには、INPUT

LEVELメータで0dBuのLEDが常に点灯し、時々＋10dBu

が点灯する位のレベルに入力信号を調整してください。

⑥CLIP LED
入力信号が最大許容レベルを超過してクリップが発生する
と点灯します。

⑦BYPASSボタン
このボタンを1回押すと信号経路上のAFSノッチフィルタがバ
イパスされます。ボタンを押し続けるとフィルタをクリアすること
ができます。フィルタのクリアについては10ページ「フィルタの
クリア」を参照してください。

⑧TYPEボタン
このボタンはフィルタの型の切り替えと、チャンネルリンクの設
定を行います。AFS 224のハウリング抑制用のフィルタは用途
に合わせて4つから選ぶことができます。それぞれの型はハウ
リングの除去に使用されるフィルタのバンド幅が異なります。
音質優先型では最も狭い帯域のノッチフィルタを使用し、音楽
に対する影響を最小限にします。スピーチ用は広めのノッチ
フィルタを使用し、AFS 224の動作が速くなるようにしていま
す。型とボタンのLED表示色およびQの値は以下のとおりで
す。グラフは各フィルタの型の特性を表したものです。

フィルタの型 LED表示色 Q

スピーチ用 非点灯 1/5oct
動作優先型 緑 1/10oct

黄 1/20oct
音質優先型 赤 1/80oct

TYPEボタンはチャンネルリンクにも使用します。チャンネルリン
クの設定は10ページを参照してください。

⑨LIVE FILTER LIFTボタン
不必要になったライブフィルタを自動的に解除して音質の向
上を図ります。このボタンはライブフィルタが解除されるまでの
時間を設定します。ボタンのLED表示色と、設定される時間
は以下のとおりです。
LED表示色 解除設定時間

非点灯 自動解除Off
緑 1分で自動解除
黄 10分で自動解除
赤 60分で自動解除

LIVE FILTER LIFTボタンは前面パネルのロックにも使用しま
す。詳細は10ページを参照してください。

⑩MODEボタン
このボタンで動作モードを固定（LEDが緑色に点灯）とライブ
（LEDが赤色に点灯）で切り替えます。このボタンはフィルタの
総数の設定にも使用します。フィルタ総数の設定は8ページの
「設定モード」を参照してください。

⑪FILTERSインジケータLED
各チャンネル24セグメントのLEDで、フィルタの使用数と、固定
フィルタへの割当数を表示します。

⑤�⑥�⑦�⑧� ⑨� ⑩� ⑪�

AFS 224 フィルタの型�
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AFS 224
2. 設置と接続方法

3. ユーザ設定

2.1 設置上の注意
ラックマウントした状態で使用する際には放熱のため、本機の上
下にそれぞれ1U程度の空間が必要です。またAFS 224の上下に
は発熱する機器を取り付けないでください。動作時には周囲の温
度が45℃を超えないようにします。本体のシャーシはRFI/EMIシー
ルドを備えていますが、電波障害や電磁障害が極端に強い場所
への設置はなるべく避けてください。

2.2 基本的な接続方法
AFS 224のバランス入出力（ラインレベル）はバランス/アンバランス
どちらの機器とも接続可能です。

AFS 224との接続は以下の手順で行います。
・接続の前に全ての機器の電源はオフにします。
・ AFS 224をラックに取り付けます。

・ XLR端子、あるいは標準フォーンジャックへ入出力信号を接続
します。いずれの入出力もバランス、アンバランスでの接続が可
能です。入力に2つ以上の端子を同時に接続するとバランス
の配線をアンバランスにしてしまったり、位相キャンセル、グラウ
ンドとのショート、AFS 224に接続された他の機器の損傷を招く
恐れがあります。出力は並列にされた負荷の合計が600Ω以
上であれば複数の端子を同時に使用してもかまいません。

・ AFS 224に電源を接続します。付属のAC電源ケーブルを使っ
て背面の電源コネクタと接続し、音声ラインからなるべく離れた
電源コンセントに差し込みます。本機には電源スイッチはありま
せん。マスタの電源スイッチで電源のオン、オフを行ってください。

この項目ではAFS 224の機能を最大限発揮できるように、順を追
って各機能の設定方法を解説します。

3.1システムとの接続
AFS 224をシステムに接続するには次の4つの方法があります。

（1）ミキサのマイクロホンチャンネルのインサートへ接続する。
（2）ミキサのメイン出力のインサートへ接続する。
（3）ミキサのサブグループのインサートへ接続する。
（4）ミキサの出力へ直列に接続する（ミキサの出力をAFS 224の
入力へ、AFS 224の出力をパワーアンプへ）。

適正な動作と最大の効果を得るためには、INPUT LEVELメータ
で0dBu LEDが常に点灯し、時々＋10dBuが点灯する位のレベ
ルに入力信号を調整します。たいていのミキサのインサート点はプ
リフェーダなので、上記の（1）から（3）が好ましい接続方法です。
プリフェーダのインサート点に接続することで、チャンネルや出力の
フェーダの上げ下げによるレベル変化の影響を受けることなく、
AFS 224に適切なレベルの信号を送ることができます。ミキサの取
扱説明書を参照してインサート点の信号の動作レベルを確認し、
信号レベルに合わせてAFS 224の背面パネルにあるレベル切り替
えボタンを＋4dBuあるいは－10dBVに切り替えてください。
インサート点が装備されていない場合には（4）の方法で接続しま
す。AFS 224への入力レベルを入力メータの0dBuから
＋10dBuのLEDの間に調整する必要があります。この場合、AFS
224からの信号が過大入力にならないように、パワーアンプに入力
される信号レベルを下げる必要があるかもしれません。

3.2 設定モード
AFS 224の設定モードでは各チャンネルでAFSに使用するフィルタ
の総数と固定フィルタに割り当てる数を設定します。ライブフィルタ
として使用できるフィルタの数は、フィルタ総数から固定フィルタに
割り当てた数を引いた残りとなります。チャンネルリンク（10ページ
の「チャンネルリンク」を参照してください）されている場合、チャン
ネル1と2は同じフィルタ数に設定されます。

3.2.1 設定モードへの切り替え
チャンネル1の<MODE>ボタンを押し続け、FILTERSインジケータ
LEDが左から右へ順に点滅し始めたらボタンを離します。すると
<MODE>ボタンは黄色に点灯します。これはAFS224が現在設
定モードを選択中であることを示しています。それではまずフィルタ
の総数から設定していきましょう。

3.2.2フィルタの総数の設定
設定モード（<MODE>ボタンが黄色に点灯）に切り替わると、各チ
ャンネルの現在のAFSフィルタの総数がFILTERSインジケータ
LEDで表示されます。各チャンネルのフィルタ数は、そのチャンネル
の<LIVE FILTER LIFT>ボタンを押すと増え、<TYPE>ボタンを押
すと減ります。ボタンを押し続けると、ゆっくりとフィルタの数は増
加／減少していきます。
注意：フィルタの総数を変更すると、すでに配置されていたフィル

タを解除してしまう場合があります。
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3.2.3 固定フィルタの割り当て数の設定
次に、各チャンネルの<MODE>ボタンを押します。<MODE>ボタ
ンは緑色に変わり、FILTERSインジケータLEDは現在の固定フィ
ルタの数を表示します。固定フィルタに割り当てるフィルタの数は、
各チャンネルの<LIVE FILTER LIFT>ボタンを押すと増え、
<TYPE>ボタンを押すと減ります。ボタンを押し続けると、ゆっくりと
フィルタの数は増加／減少していきます。FILTERSインジケータ
LEDの表示は、各チャンネルの<MODE>ボタンを押すたびに、フ
ィルタ総数と固定フィルタ数で切り替わります。チャンネルリンク（10
ページの「チャンネルリンク」を参照してください）されている場合
には上記の操作を行うと両チャンネルが同時に変更されます。
注意：固定フィルタに割り当てる数を変更すると、すでに配置され

ていたフィルタを解除してしまう場合があります。

3.2.4 設定モードの終了
設定モードを終了し、通常動作へ戻るには、設定モードを開始す
る時と同じく、チャンネル1の<MODE>ボタンを押し続け、
FILTERSのLEDが左から右へ順に点滅し始めたらボタンを離し
てください。これで設定モードを終了します。

3.3 固定フィルタの使用方法
AFS 224のハウリング抑制用フィルタは固定フィルタとライブフィル
タの2つがあります。固定フィルタはマイクロホンの位置やルームモ
ード（定在波による共鳴）などに起因して生じるハウリングを検知
し、除去します。この時の固定フィルタの配置はクリア操作される
まで保持されます。もう一方のライブフィルタは演奏中にマイクロホ
ンの位置が移動することなどで発生するハウリングを検知し、除去
します。

3.3.1 固定フィルタの配置
固定フィルタの配置作業は実際の演奏を始める前に行います。こ
の作業を行う前に他の全てのイコライザの設定を完了させてくだ
さい。まずメインミックス出力を下げ、音源はオフにし、全てのマイク
ロホンをオンにします。AFS 224は固定モードにして（<MODE>ボ
タンを押して緑に点灯させます）、<TYPE>ボタンを押し、フィルタ
の型を選択します。その後、メインミックス出力をゆっくりと上げ、ハ
ウリングが発生するまでシステムのゲインを上げていきます。ハウリ
ングが発生すると、AFS 224は自動的にその周波数を検知しノッ
チフィルタを配置してハウリングを除去します。ハウリングの発生が
無くなるか、固定フィルタを全て使い切る（MODEボタンが点滅し
ます）まで、引き続きゆっくりとゲインを上げていきます。

3.3.2 固定モードのフィルタの型
AFS 224には4つのハウリング抑制用フィルタが用意されています。
フィルタの型によりハウリングの除去に使用されるノッチフィルタの
バンド幅が異なります。音質優先型は最も狭い帯域のノッチフィル
タを使用し、音楽に対する影響を最小限にします。スピーチ用は
広めのノッチフィルタを使用し、AFS 224の動作が速くなるようにし
ています。
フィルタの配置作業の途中でも<TYPE>ボタンを押してフィルタの
型を変更することができます。その場合、次に配置されるフィルタか
らフィルタの型が変更されます。すでに配置済みのフィルタの型は
変更されません。全てのフィルタの配置が済んだ後では新たなハ
ウリングが発生しても、そのハウリングを除去することはできないた
め、<MODE>ボタンを押してライブモードに切り替え（MODEボタ
ンは赤に点灯）、ハウリングを除去してください。固定フィルタの数
を増やす場合は設定モードで固定フィルタへの割り当て数を増や
すか、フィルタを一旦クリアし（10ページの「フィルタのクリア」を参
照してください）、もっと帯域幅の広いフィルタの型を選びなおして
作業をやり直してください。

3.4ライブフィルタの使用方法
ライブフィルタは実際の演奏が行われている最中に環境の変化
によって生じるハウリングを検知し、除去します。AFS 224をライブ
モードに切り替えるには<MODE>ボタンを押してください。ボタン
は赤色に点灯してライブモードを選択中であることを示します。ラ
イブモードではハウリングが発生するとフィルタは自動的にその周
波数に配置されます。さらに新たなハウリングが発生すると、次の
フィルタが配置されます。これはライブモードに割り当てられた全て
のフィルタを使い切るまで繰り返し行われます。全てのフィルタが配
置された後に新たにハウリングが発生すると、1番最初に配置され
ていたフィルタが新しいハウリング周波数へ再配置されます。以
降ハウリングが検知される度に順々にフィルタは再配置されます。

AFS 224 フィルタの型�
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3.4.1ライブフィルタ自動解除時間の設定
ライブフィルタ自動解除は、必要の無くなったフィルタの配置を解
除して音質を向上させます。AFS224にはそれぞれのライブフィル
タを自動解除する時間を設定することができます。フィルタ配置が
解除されるまでの時間は<LIVE FILTER LIFT>ボタンを押し、「自
動解除Off」「1分で自動解除」「10分で自動解除」「60分で自動
解除」の4つから選ぶことができます。初期設定は「10分で自動
解除」です。ライブフィルタ自動解除がオンの場合、フィルタが配置
されてから指定の時間を過ぎると、そのフィルタがまだ必要かどう
かをチェックし、必要が無ければフィルタはゆっくりと解除されます。
反対にまだそのフィルタが必要であれば、もう一度指定時間が過
ぎた後に再度チェックされます。ライブフィルタ自動解除がオフの
時、フィルタは、クリア操作が行われるか他の周波数に再配置され
るまでそのまま保持されます。

3.4.2ライブモードのフィルタの型
固定モードと同様に4つのハウリング抑制フィルタから選択可能で
す。フィルタの型によりハウリングの除去に使用されるノッチフィルタ
のバンド幅が異なります。スピーチ用は広めのノッチフィルタを使用
し、AFS 224の動作が速くなるようにしています。その他のフィルタ
はスピーチ用よりも鋭角なノッチフィルタを使用し、音質優先型での
バンド幅は最大1／80octです（9ページのフィルタの型の特性グラ
フを参照してください）。<TYPE>ボタンを押すとフィルタの型を切
り替えることができます。ライブモードと固定モードでは異なるフィル
タの型を選択することができます。

3.5フィルタのクリア
ライブフィルタをクリアしてフィルタの配置を解除するには、クリアす
るチャンネルの<BYPASS>ボタンを約2秒押し続けます。現在配
置されているライブフィルタのFILTERSインジケータLED表示が点
滅し、ここでボタンを離すとライブフィルタがクリアされます。固定フ
ィルタを含む全てのフィルタをクリアしたい場合には、さらに約2秒
<BYPASS>ボタンを押し続け、現在配置されている全てのフィル
タのFILTERSインジケータLED表示が点滅したらボタンを離して
ください。

3.6その他の機能

3.6.1 前面パネルのロック
AFS 224の前面パネルの操作をロックするにはチャンネル1の
<LIVE FILTER LIFT>ボタンを押し続けてください。FILTERSの
LEDが外側から内側へと順に点灯したらボタンを離します。これ
で前面パネルのボタンは操作できなくなります。ロックを解除するに
は再びチャンネル1の<LIVE FILTER LIFT>ボタンを押し続け、
FILTERSインジケータLEDが内側から外側へと順に消灯したらボ
タンを離してください。

3.6.2 チャンネルリンク
チャンネルをリンクすると、いずれかのチャンネルでハウリングが検
知された時、両チャンネルには同じフィルタが配置されます。両チ
ャンネルをリンクするにはチャンネル1の<TYPE>ボタンを押し続
け、全てのボタンが点滅したらボタンを離してください。これで両チ
ャンネルはリンクされます。チャンネルリンクを解除するには再びチ
ャンネル1の<TYPE>ボタンを押し続けます。リンクが解除されると、
それぞれのチャンネルは独立して動作するようになります。
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4. 基本的な接続方法

これはミキサのマイクロホン入力チャンネルでのハウリング抑制を
行なう例です。各チャンネルの24個のフィルタがハウリング抑制を
行います。

1. ミキサのインサートセンドをAFS 224の入力に接続します。
2. AFS 224の出力をミキサのインサートリターンに接続します。

適正な動作と最大の効果を得るためには、INPUT LEVELメータ
で0dBu LEDが常に点灯し、時々＋10dBuが点灯する位のレベル
に入力信号を調整します。ミキサの取扱説明書でインサート点の
通常動作レベルを確認し、動作レベルに合わせてAFS 224の背
面にある動作レベル切り替えボタンを＋4dBuあるいは－10dBVに
切り替えてください。

 マイクロホン入力�  マイクロホン入力�インサート�
センドから�
出力�

インサート�
センドから�
出力�

インサート�
リターンへ�
出力�

インサート�
リターンへ�
出力�

4.1ミキサのマイクロホンチャンネル、インサートへ接続
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ミキサの出力でハウリングの抑制を行う例です。各チャンネルの24
個のフィルタがそれぞれの出力チャンネルのハウリング抑制を行い
ます。

1. ミキサのステレオ出力のインサートセンドをAFS 224の入力に
接続します。

2. AFS 224の出力をミキサのインサートリターンに接続します。
3. ミキサとパワーアンプの電源を入れます。

適正な動作と最大の効果を得るためには、INPUT LEVELメータ
で0dBu LEDが常に点灯し、時々＋10dBuが点灯する位のレベル
に入力信号を調整します。ほとんどのミキサには出力のプリフェー
ダの位置にインサート点を備えていますので、そちらに接続してく
ださい。この接続を行えば、入力チャンネルや出力のフェーダの上
げ下げに関係なく、AFS 224には適正なレベルの信号が送られま
す。ミキサの取扱説明書でインサート点の信号の通常動作レベル
を確認し、信号レベルに合わせてAFS 224の背面にある＋
4dBu/－10dBV切り替えボタンを設定してください。

インサートセンド�
から出力�

スピーカへ出力�

インサート�
リターンへ入力�
�

パワーアンプへ出力�

スピーカへ出力�

4.2ミキサのメイン出力、インサートへ接続
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ハウリングの抑制をしたい楽器（マイクロホンなど）と、フィードバック
が必要でそのままにしておきたい楽器（ギターなど）のグループを
分けて接続します。各チャンネルの24個のフィルタがステレオサブ
グループのハウリング抑制を行います。

1. ミキサのステレオサブグループのインサートセンドをAFS 224の
入力に接続します。

2. AFS 224の出力をミキサのインサートリターンに接続します。
3. 全ての出力がミュートされていることを確認したら、ミキサとパ
ワーアンプの電源を入れます。

適正な動作と最大の効果を得るためには、INPUT LEVELメータ
で0dBu LEDが常に点灯し、時々＋10dBuが点灯する位のレベル
に入力信号を調整します。ミキサの取扱説明書でインサート点の
信号の通常動作レベルを確認し、信号レベルに合わせてAFS
224の背面にある動作レベル切り替えボタンを＋4dBuあるいは－
10dBVに切り替えてください。

 マイクロホン入力�

 マイクロホン入力�

インサート�
リターンへ入力�
�

インサート�
センドから出力�

4.3ミキサのサブグループのインサートへ接続
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スピーカへ出力�

AFS224へ出力�

パワーアンプへ出力�

ミキサの出力でハウリングの抑制を行う例です。ミキサにインサー
ト点が装備されていない場合はこちらの接続方法を行ってくださ
い。各チャンネルの24個のフィルタがそれぞれの出力チャンネルの
ハウリング抑制を行います。

1. ミキサのステレオ出力をAFS 224の入力に接続します。
2. AFS 224の出力をパワーアンプに接続します。
3. ミキサとパワーアンプの電源を入れます。

適正な動作と最大の効果を得るためには、INPUT LEVELメータ
で0dBu LEDが常に点灯し、時々＋10dBuが点灯する位のレベル
に入力信号を調整します。またAFS 224からの信号が過大入力
にならないように、パワーアンプの入力信号レベルを下げる必要が
あるかもしれません。

4.4ミキサの出力へ直列に接続
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TYPE IV� A/D� DSP

マイクロ�
プロセッサ�

プログラム�
ロジック�

クリップ検出�

バイパス�

フィルタの型�

動作モード�

バイパス�

フィルタの型�

入力メータ�

D/A� RF�
フィルタ�

ライブフィルタ自動解除�

動作モード�

出力�入力�

フィルタインジケータ LED

RF�
フィルタ�

ライブフィルタ自動解除�

ブロックダイアグラム

仕様
チャンネル数 2

音声入力
端子・形式 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 50kΩ
最大レベル ＋20dBu

音声出力
端子・形式 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 120Ω
最大レベル ＋20dBu

A/D-D/A変換 24ビット、48kHz

周波数特性 20Hz～20kHz（±0.5dB）

THD＋N 0.003%（＋4dBu、1kHz）

ダイナミックレンジ 109dB（Aウェイト）

電源 AC100V、50/60Hz、9W

寸法・重量 幅483×高45×奥行150mm、2.3kg
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