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序章 DriveRack 220i
このたびはdbx DriveRack 220iをお買い上げいただきありがとうございます。DriveRack 220iは柔軟なプログラム
設定など、優れた機能を備えた設備用途向けのシステムプロセッサです。最大1/80octのQを持つハウリング抑制
フィルタを用いて、ハウリングの抑制処理を行うdbx独自のハウリングサプレッサ（AFS：Advanced Feedback
Suppressor）、イコライザ、ディエッサ、リミッタ、ダッカーなどの設備システムの音声信号処理に欠かせない機能を搭
載しています。
また、DriveRack 220iは本体の機能に加え、Zone-Controllerシリーズの壁面取り付けパネル型コントローラを使用
することで各種設定をリモートコントロールする機能を備えています。このコントローラによりプログラムの切り替え、
ゾーンごとの出力ボリュームやミュートの制御などを遠隔操作することができます。Zone-Controllerはケーブルで本
機と簡単に接続して電気設備用の壁面ボックスなどに埋め込むことができるため、様々な設備用途において有用
です。

この冊子はDriveRack 220iの全機能について理解していただくための取扱説明書です。他の機器と組み合わ
せた時、DriveRack 220iの可能性は無限に広がります。こちらの取扱説明書をよくお読みいただき、用途に応じた
様々な使い方を追求することをお勧めいたします。

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。

●DriveRack 220i本体
●PC接続用GUIソフトウェアCD-ROM「DriveWare」
●PC接続用ケーブル（RS-232C/リバース接続/D-Sub9ピン…3メートル）
●和文取扱説明書
●保証書
●英文取扱説明書

0.1 はじめに

0.2 梱包内容の確認
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DriveRack 220iはミキサとパワーアンプ間におけるエフェクト処理、信号ルーティングのほぼ全てを効果的に行います。
以下にDriveRack 220iの代表的な機能をご紹介します。

DriveRack 220iの機能

・ハウリングサプレッサ（AFS：Advanced Feedback Suppressor）

・グラフィックおよびパラメトリックイコライザ

・コンプレッサ

・リミッタ

・信号レベルを一定に保つ、自動ゲイン制御（AGC）

・ゲート

・ディエッサ

・ダッカー

・バンドパスフィルタ

・2×2マトリックスミキサ

・合計1.3秒のディレイ時間

・PCからのGUIコントロール機能

・マイク/ライン入力

・壁面取り付けパネル型コントローラによるリモートコントロール機能（オプション）

・前面パネルのロック機能

0.3 DriveRack 220iの概要
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序章 DriveRack 220i

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、購

入された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。

0.4 アフターサービス

DriveRack 220iはZone-Controllerシリーズの壁面取り付け

パネル型コントローラを使用することで各種パラメータをリモー

トコントロールすることができます。ZC-1はDriveRack 220iで

設定したボリュームを、ZC-2はボリュームとミュートをそれぞれ

リモートコントロールできます。ZC-1、ZC-2共にDriveRack

220iの2つの出力をリモートコントロールできます。ZC-3は

DriveRack 220iのプログラム選択を行うことができます。ZC-4

は部屋の連接時の切り替え用に接点入力によってプログラ

ムの選択ができます。1台のDriveRack 220iには最大6つの

Zone-Controllerを接続でき、これらは直列、並列（スター型）

のどちらにも配線可能です。本機と並列配線するためには

ZC-BOBが必要です。ZC-BOBを使えば、1つのコントローラ

につきケーブルは最大300メートルまで伸ばすことができます。

ZC-BOB ZC-1 ZC-2 ZC-3 ZC-4
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第1章 DriveRack 220i

①電源コネクタ
付属のIEC型電源ケーブルを接続します。DriveRack 220iは
AC100V、50/60Hzの電源で動作します。

②PC接続端子
GUIソフトウェア「DriveWare」で操作を行う場合、D-Sub9ピ
ン型端子でPCと接続します。

③ZONE CONTROLLER接続端子
（RJ-45型）
Zone-Controllerシリーズの壁面取り付けパネル型コントロー
ラと接続し、データの送受信と電源の供給を行います。

④OUTPUTS端子（CHANNEL1、2）
出力用の電子バランス型のXLR端子、ユーロブロック型端子
です。

⑤ INPUTS端子（CHANNEL1、2）
入力用の電子バランス型のXLR端子、ユーロブロック型端子
です。コンデンサマイク用のファンタム電源を供給することもで
きます。

⑥SIGNAL/CLIP LED
マイクロホン入力レベルの状態により緑（適正）、赤（クリップ）
に点灯します。

⑦MIC GAINつまみ
マイクロホン入力のゲインを調整します。マイナスドライバで調
整を行ってください。

⑧LINE/MIC切り替えボタン
入力レベルをラインあるいはマイクに切り替えます。誤操作を
防止するため、やや奥まった形で設置されています。

1.1 背面パネル

①� ②�③�

④�

⑥�⑦�⑧� ⑥�⑦�⑧�

⑤�
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⑨PC接続端子
GUIソフトウェア「DriveWare」で操作を行う場合、D-Sub9ピ
ン型端子でPCと接続します。
注意：この端子は背面パネルのPC接続端子と並列になって

います。

⑩〈LOAD〉ボタン
このボタンを押すと選択したプログラムを読み込みます。

⑪PROGRAMディスプレイ
現在選択されているプログラムの番号を表示します。

⑫〈UP〉〈DOWN〉ボタン
（〈FILTER CLEAR CH1〉、〈FILTER CLEAR CH2〉兼用）
このボタンを使ってプログラム番号を選択します。このボタンを
押し続けると、それぞれのチャンネル上のライブフィルタがクリ
アされます。

⑬PC LED
DriveRack 220iとPCが接続されている時に点灯します。
DriveRack 220iとPC間でデータのやりとりを行っている時には
点滅します。

⑭CLIP LED
アナログ入力あるいは内部のDSPで信号がクリップすると点
灯します。

⑮ INPUTメータ
このメータはA/D変換直後の信号レベルを表示します。

⑯THRESHOLDメータ
スレッショルドメータは出力のダイナミクスでの信号レベルとス
レッショルドの位置関係を3色のLEDで表示します。

LED表示色 緑色 黄色 赤色

コンプレッサ スレッショルド OverEasy スレッショルド
未満 動作領域内 以上

リミッタ スレッショルド OverEasy スレッショルド
未満 動作領域内 以上

AGC スレッショルド ウィンドウ内 スレッショルド
未満 以上

ゲート スレッショルド － スレッショルド
以上 未満

⑰OUTPUTメータ
D/A変換器の入力での信号レベルを表示します。

DriveRackTM220i 取扱説明書 11

1.2 前面パネル

⑨� ⑩� ⑫� ⑬�⑭�⑪�

⑮� ⑯�

⑰�
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第1章 DriveRack 220i
1.3 基本的な接続方法

DriveRack 220iの設置が済んだら以下の手順で接続します。
●電源を入れる前に全ての機器の接続を完了してください。
●ミキサなどの信号出力をDriveRack 220iのXLR入力端子、も
しくはユーロブロック端子に接続します。

●各出力のXLR端子、もしくはユーロブロック端子からパワーアン
プの入力チャンネルに接続します。

●DriveRack 220iの電源を入れるまでパワーアンプの電源は入
れないください。過大信号からパワーアンプ、スピーカを保護す

るため、パワーアンプの電源を入れるのは一番最後、切るのは
一番最初に行う様にしましょう。

全ての接続が完了したらDriveRack 220iの電源を入れてくださ
い。その後、DriveWareを使ってプログラム設定を行います。
DriveWareの画面には入力から出力までの信号の流れがわかり
やすく表示されます。

DriveWareにはネットワーク構成画面、プログラムモード画面、エフェクト編集画面の3種類の画面があります。

1.4 DriveWareの画面

〈ネットワーク構成画面〉DriveRack 480などがDriveRackネット
ワークに接続されている場合、接続されているDriveRackシリーズ
が全て表示されます。この画面では設定ファイルの書き出し/読み
込み、ユーティリティ設定、初期設定などを行うことができます。

〈プログラムモード画面〉ネットワーク構成画面で本体のアイコンを
ダブルクリックすると、その機種のプログラムモード画面が開きます。
この画面では選択した機種のエフェクト構成が信号経路に従っ
てブロックダイアグラムで表示されます。この画面ではメータの表
示、出力ミュート、エフェクト構成の変更、プログラムの選択、読み
込み、保存を操作することができます。

〈エフェクト編集画面〉プログラムモード画面でエフェクト・セクショ
ンをダブルクリックするとエフェクト編集画面が開きます。エフェクト
編集画面ではエフェクトの細かな設定を行うことができます。
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第2章 DriveRack 220i

プログラムの概要
DriveRack 220iのプログラムは信号の流れを構成するエフェクト・
セクションの集まりで構成されています。エフェクト・セクションとその
設定情報はプログラムの一部として保存されます。DriveRack
220iをすぐに使用するには、あらかじめ搭載されている基本設定
プログラムを使用するのが一番の近道です。プログラムに修正が
必要であれば、修正したいエフェクト・セクションを選んで必要な値
に編集します。編集したプログラムを保存すると設定はプログラム
の一部として保存されます。プログラムをPCに転送して保存する
場合も同じく、設定はプログラムの一部として保存されます。

ユーティリティとミュート
ユーティリティとミュートの設定は個々のプログラムには属さず、
DriveRack 220i本体の設定に属しています。そのためユーティリ
ティは一度設定すると、その後の全てのプログラムにその設定が
適用されます。ミュートも同様で、出力ミュートの状態はプログラム
を切り替えても変わりません。もし出力のミュートをプログラムとして
保存しておく必要があるなら、マトリックスミキサ・セクションで出力
レベルを－INF（－無限大）に設定してください。出力ミュートの状
態に関わらず何も出力されなくなります。

PCにDriveWareのインストールが済んだら、付属のPC接続用ケー
ブルでDriveRack 220iと接続します。接続した状態でDriveWare
を起動するとDriveRack 220iは自動認識され、ネットワーク構成画
面にDriveRack 220iアイコンが表示されます。アイコンをダブルクリ
ックしてプログラムモード画面を開くと全セクションが表示され、現
在の構成を確認することができます。

DriveRack 220iはDriveWare上でプログラムの編集を行います。この章ではソフトウェアのインストールから基本
的な操作方法を解説します。本機のエフェクト構成は46ページの「ブロックダイアグラム」を参照してください。

2.3 DriveRack 220iの動作

2.2 接続

システム動作環境
最小構成：CPU/266MHzプロセッサ、

16ビットカラーモニタ、
メモリ64MB、
OS/Windows98以降ないしWindowsNT4.0以降、
COMポート/38.4kbps

DriveWare接続ケーブル仕様
RS232Cリバース接続
D-Sub9ピンモデムケーブル（3メートル）

注意： COMポートの設定を正しく行ってください。

DriveWare動作中には、RS-232COMポートを使用

する他のデバイスは全てオフにしてください。

インストール
●DriveWare CD-ROMを用意します。ソフトウェアはウェブサイト

www.dbxpro.comからダウンロードすることもできます。

●ソフトウェアCD-ROMの中のSetupというファイルをダブルク

リックして開きます。

●設定プログラムからインストールする場所を確認されます。

●ソフトウェアのインストールが完了したら、コンピュータを再起動

します。

●DriveWareを起動する前に全てのケーブルの接続を完了して

ください。

2.1 DriveWare GUI PCソフトウェアインストール
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(1)COMポートの設定

DriveWareで設定しているCOMポート設定とPC側の
COMポートが異なる場合、DriveRackは認識されません。
下記手順を参照してCOMポートの確認と修正を行ってく

ださい。

①Windowsの［スタート］メニューから［コントロールパネル］→［シス

テム］をクリックします。

②［システムのプロパティ］ウィンドウで［ハードウェア］タブ→［デバイスマネ

ージャ］をクリックします。

③［デバイスマネージャ］ウィンドウでポート内の通信ポートが何番に
なっているかを確認します(画面はCOM1)。

④通信ポートをダブルクリックします。
⑤［通信ポートのプロパティ］ウィンドウで［ポートの設定］タブをクリッ
クします。

⑥ビット/秒の数値が「38400」になっているかを確認します。それ以外
の数値の場合は「38400」に選択し直します。

⑦次にDriveWareを起動します。

⑧起動画面上部の［file］メニューから［Preferences］をクリックし
ます。

⑨［Preferences］ウィンドウの［Port］が［デバイスマネージャ］での通信
ポートと同じ番号になっているかを確認し、間違っていれば修正します。

⑩［OK］をクリックし、設定を完了したらDriveWareを終了して再度起
動してください。

(2)自動オンラインがOFFになっている
上記⑨の［Preferences］ウィンドウの［Automatically check for a
network connection,］のチェックが外れている場合、DriveRackは起
動時に自動認識されません。チェックを入れて再度DriveWareを起動す
るか、起動画面上部の［File］メニューから［Connect to network］をク
リックしてください。

PCコントロールを行う際のPC側の設定方法
以下の手順を参照して設定の確認、修正を行ってください。
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第2章 DriveRack 220i

入出力レベルメータとミュートボタンはプログラムモード画面右上の
［METER］ボタンをクリックすると表示されます。出力をミュートする
には［MUTE］ボタンをクリックしてください。

2.7 メータとミュート

編集を行うエフェクトをダブルクリックすると、エフェクト編集画面が
開きます。エフェクト編集画面でそれぞれのエフェクトの細かい調
整を行うことができます。エフェクト編集画面には、そのエフェクトを
オンにするための［On］ボタンがあるので、まずエフェクトがオンに
なっていることを確認してください。編集はリアルタイムで行われま
す。［OK］をクリックするとウィンドウが閉じます。［Cancel］をクリッ
クすれば編集は中止され、元の設定値に戻ります。右図はディレ
イのエフェクト編集画面です。

設定は同種のエフェクト間でコピーすることができます。プログラム
モード画面でコピー元のセクションを右クリックしサブメニューの
［COPY］を選びます。次にコピー先のセクションを右クリックしサブ
メニューから［PASTE］を選ぶと、設定がコピーされます。コンプレ
ッサからイコライザへといった種類の異なるエフェクト間でのコピー
はできません。

2.5 エフェクトの編集

2.6 設定のコピー

エフェクト構成の変更はプログラムモード画面で行います。
DriveRack 220iの構成を編集するには［CONFIG］ボタンをクリッ
クし、コンフィギュレーションモードに切り替えてください（画面左上
にConfigurationと表示されます）。その後、変更したいセクション
を右クリックし、表示されるサブメニューの中から希望のエフェクト
がステレオリンクされている場合にはUnlinkを選ぶと、リンクを解除
することができます。エフェクトをステレオリンクさせたい場合には、
一方のエフェクトを左クリックし、次にもう一方のエフェクトをキーボ

ードの〈Ctrl〉キーを押しながら左クリックします。これで両方のエ
フェクトが選択されますので、さらに右クリックし、サブメニューから
［Link］を選んでください。両方のエフェクトが同じでないとステレ
オリンクを行うことはできません。
構成の変更が済んだら再度［CONFIG］ボタンをクリックします。
構成を置き換えてよいかの確認メッセージが表示されますので［は
い］を選んでください。

2.4 エフェクト構成の変更
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DriveWareはDriveRack 220iのプログラムデータをPCのデータファ
イルとして保存することができます。プログラムをPCに保存するに
はネットワーク構成画面ウィンドウのメニューバーにある［File］メニ
ューをクリックして［Save...］から、［Export Program］を選びます。
ファイル保存のウィンドウが表示されますので、ファイル名を付けて
保存します。プログラムデータのファイルには.dwpという拡張子が
付きます。また［Save...］から、［Save Device］を選ぶとデバイス
ファイルとして保存できます。デバイスファイルにはプログラムに加え
ユーティリティの設定も保存されます。デバイスファイルの拡張子
は.dwdです。PCに保存されたプログラムファイルをDriveRack 220i
に読み込むには［File］メニューをクリックして［Open...］から
［Import Program］を選択します。ファイルを開くためのウィンドウ
が表示されますので、ファイルを選択します。デバイスファイルを読
み込むには［Open...］から［Open Device］を選びます。
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2.10 PCでのデータの保存と読み込み

プログラムはDriveRack 220i内、もしくはPCに保存することがで
きます。DriveRack 220iにプログラムを保存する時はPCの
DriveWareと接続されている必要があります。DriveRack 220iは
設定したプログラムをユーザプログラムとしてリストのU1～U10に
保存することができます。まずプログラムモード画面の［STORE］
ボタンをクリックして保存用のウィンドウを開きます。
Replace an exiting program（既存のプログラムを置き換え）を選び、
プログラム名を入力した後、置き換えるプログラム番号を選んでユ
ーザプログラムを上書きします。ユーザプログラムを実行している
時にはDelete Current Program（現在のプログラムを削除）を選ん
で現在のプログラムをリストから削除することも可能です。

2.9 プログラムの保存

プログラムリストから新しいプログラムを読み込むには、プログラム
モード画面左上に表示されている現在のプログラム名を右クリッ
クします。サブメニューに表示されたプログラムリストから希望のプ
ログラム名をクリックして選択してください。画面のブロックダイアグ
ラムは新しいプログラムのものに変わりますが、プログラムはまだ読

み込まれていません（画面左下にはProgram Not Loaded!と表示
され、本機のプログラム番号ディスプレイが点滅します）。［LOAD］
ボタンをクリックするか、本機の［LOAD］ボタンを押すとプログラム
の読み込みが実行され、新しいプログラムに置き換えられます。

2.8 プログラムの読み込み
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第2章 DriveRack 220i

DriveWareではDriveRack 220iと接続されていない状態でも編集
操作を行うことができます。オフラインではネットワーク構成画面上に
DriveRack 220iは自動的に表示されません。メニューバーの

［Insert］メニューからDriveRack 220iを選び、画面上に配置して
ください。配置されたアイコンをダブルクリックして開き、構成やエフェ
クトの編集が可能です。プログラムはPCに保存しておくこともできます。

2.12 オフライン編集

PCとDriveRack 220iの初期設定を変更するには、ネットワーク構成画面ウィンドウのメニューバーにある［File］メニューから［Preferences...］
を選んでください。DriveRack 220iで設定可能な初期設定項目は下記のとおりです。

2.13 初期設定

●At start up I want to

□ Automatically check for a network connection：
DriveWareを起動した時、自動的にオンラインとなり接続さ
れているDriveRackを検出します。

●When double-clicking on a device I want to

○ Open new session：
DriveRackアイコンをダブルクリックした時、その機器のプロ
グラムモード画面のみを表示します。

○ Restore last session：
DriveRackアイコンをダブルクリックした時、その機器のプロ
グラムモード画面と前回ウィンドウを閉じた時、開けていたエ
フェクト編集ページを表示します。複数の機器の設定を同
時に行う際に便利です。

□Use pixel blending when drawing graphs：
グラフ表示の重なり部分を表示します（動作が遅くなります）。

□Display Meters：
プログラムモード画面表示時、入出力メータを表示します。

DriveRack 220iのユーティリティを設定する時はネットワーク構成
画面ウィンドウのメニューバーにある［Edit］メニューをクリックして
［Utilities...］を選んでください。詳細は34ページの「ユーティリテ
ィ」を参照してください。

2.11 ユーティリティ
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第3章 DriveRack 220i

入力ミキサ・セクションでは、それぞれの入力チャンネルの入力信
号のバランスを調整します。調整はつまみをマウスでドラッグする
か、キーボードの矢印キーで調整します。矢印キーを使用する場
合は、左右のキーで項目を選び、上下キーでレベルを調整します。
入力ミキサからマトリックスミキサまでの信号経路では、プログラム
モード画面上、ブロックダイアグラムにおいて上側をAチャンネル、
下側をBチャンネルと呼びます。

INPUT 1、INPUT 2 入力レベル…
－INF（－無限大）～＋20dB

各入力のレベルを調整します。両方の入力をミックスすることが可
能です。スライダの下に設定レベルの値が表示されます。

A、Bレベル…－INF（－無限大）～＋20dB
入力ミキサから出力されるチャンネル全体のレベルを調整します。

DriveRack 220iの各セクションの設定は自由に編集することができます。こちらの章ではDriveRack 220iの設定値の詳
細について解説します。

3.1 入力ミキサ・セクション

イコライザ�

1 1

2 2

イコライザ�
4バンド�
PEQ ディレイ� 位相�

シフト�
ダイナミクス�

4バンド�
PEQ

ディレイ� 位相�
シフト�

入力ゲイン／�
ミキサ�

インサート 1

2つの機能を以下から選択�
  ･ ハウリング・サプレッサ（24 フィルタ／12 フィルタ）�
  ･ ゲート�
  ･ コンプレッサ�
  ･ サブハーモニック・シンセサイザ�
  ･ 6 バンド・ノッチフィルタ�
  ･ 自動ゲイン制御�
  ･ ディエッサ�
  ･ ダッカ－�
　※ 24 フィルタのハウリングサプレッサを使用する場合は�
      インサート 2 が使用できません。�
　※ダッカ－はチャンネル2 のインサート2にのみ使用できます。�
�

ダイナミクス�

音声入力� 音声出力�

ミキサ�

フィルタ�

フィルタ�

機能を以下から選択�

  ･ 15 バンドGEQ�
  ･ 28 バンドGEQ�
  ･ 9 バンドPEQ�
      ※ 28 バンドGEQを使用する場合は�
      インサート 1 が使用できません。�
�

インサート 1

インサート 2

インサート 2

機能を以下から選択�

  ･ 自動ゲイン制御�
  ･ コンプレッサ�
  ･ リミッタ�
  ･ ゲート�
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DriveRack 220iのマトリックス前段のイコライザ・セクションには、15
バンドないしは28バンドのグラフィックイコライザ、あるいは9バンドの
パラメトリックイコライザが装備されており、どちらもステレオリンクに
することができます。28バンドのグラフィックイコライザを使用した場
合、インサート1は使用できません。

グラフィックイコライザ〔GEQ〕

［EQ On］ボタン
イコライザのオンとオフを切り替えます。オンの時にはスライダの設
定に従って、上段にイコライザ・カーブグラフが表示されます。

スライダ
各周波数のレベルはスライダつまみをマウスでドラッグするか、キー
ボードの矢印キーを使って調整します。矢印キーを使用する場合
は、左右のキーで周波数を選び、上下キーでレベルを調整してく
ださい。周波数とレベルの値はウィンドウ下部に表示されています。
レベルの可変範囲は－12dB～＋12dBの0.5dBステップです。

［Flat］/［Restore］ボタン〔イコライザ設定の初期化〕
［Flat］ボタンをクリックするとイコライザの設定はフラットになります。
その後［Restore］ボタンを押すとフラットにされる直前の設定に
戻ります。

パラメトリックイコライザ〔PEQ〕

［EQ On］ボタン
イコライザのオンとオフを切り替えます。オンの時にはスライダの設
定に従って、上段にイコライザ・カーブグラフが表示されます。

Band1～9…調整を行うバンドをBand 1～9から選択します。
バンド1は低域シェルビング型、バンド2～8はベル型、バンド9は高域
シェルビング型のパラメトリックイコライザです。

Fc…19.7Hz～20.2kHz〔周波数の設定〕
周波数を設定します。

Slope…3.0dB～12.0dB/oct
〔Band 1、Band 9のスロープの設定〕

バンド1、9ではスロープを設定します。

Q…0.105～16.000〔Band 2～8のQの設定〕
バンド2～8のQの値を設定します。

Level…－12dB～＋12dB〔レベルの設定〕
レベルを設定します。

［Flat］/［Restore］ボタン〔イコライザ設定の初期化〕
［Flat］ボタンをクリックするとイコライザの設定はフラットになります。
その後［Restore］ボタンを押すとフラットにされる直前の設定に
戻ります。
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3.2 マトリックスミキサ前段のイコライザ
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第3章 DriveRack 220i
DriveRack 220iはAFS（Advanced Feedback Suppression）という
ハウリングを抑制するための機能を搭載しています。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、ハウリングのほぼ全てを抑制することができます。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。24個のフィルタを使うハウリングサ
プレッサを選択した場合、インサート2は使用できません。
また、インサート2でハウリングサプレッサを使用する場合は24個の
フィルタは選択できなくなります。

［AFS On］ボタン
AFSのオンとオフを切り替えます。AFSをオンにするとフィルタが準
備され、動作モードに従って配置されます。AFSがオフの時はフィ
ルタはバイパスされ、処理動作も停止します（ライブフィルタの自動
更新も行われません）。

［Clear Live］/［Clear All］ボタン〔フィルタのクリア〕
現在のフィルタの配置をリセットします。［Clear Live］ボタンをクリ
ックすると配置済みのライブフィルタがリセットされ、［Clear All］ボ
タンをクリックすると配置済みのフィルタは全てリセットされます。

Mode…Live/Fixed〔フィルタモードの選択〕
モードが固定（Fixed）の時は固定フィルタの設定のみが更新され
ます。モードがライブ（Live）の時はライブフィルタの設定のみが更
新されます。固定モードではフィルタは自動的にハウリングが発生
した周波数へ割り当てられ、このフィルタはユーザが［Clear All］
ボタンを押すまで保持されます。まず、実際の演奏が行われる前
の入力信号が何も無い状態で固定モードを設定し、会場の特性
によるハウリングを抑制します。その後、演奏の最中に発生したハ
ウリングの周波数をライブモードで自動的に検知して除去します。

全てのライブフィルタを使い切ると、一番最初にセットされたフィル
タから順に新しく検知されたハウリング周波数に割り当て直されま
す。移動するマイクロホンによってハウリング周波数が変わる場合
や、途中で会場の特性が変わる場合に便利です。ライブフィルタ
の割り当て状態はプログラム内には保存されません。

Type…Speech、Music Low、Music Medium、
Music High〔フィルタの型の選択〕
ハウリング抑制用のフィルタを用途に合わせて設定します。フィル
タの型はフィルタのQや感度が関連しています。フィルタの型は以
下の4つが準備されています。
Speech： スピーチ用（Q=7.25）
Music Low： 動作優先型（Q=14.5）
Music Medium：HighとLowの中間型（Q=29）
Music High： 音質優先型（Q=116）
注意：低周波では波長が長くなるためにハウリング周波数の検知

が難しくなります。AFSでは低域のハウリング除去に広めのノッチ

フィルタを使用します。

［Live Filter Lift］ボタン
〔ライブフィルタ自動解除機能のオン、オフ〕

このボタンがオンの時はライブフィルタの自動解除が行われます。
自動解除されるまでの時間はLift Afterで設定します。

Lift After…5sec（秒）～60min（分）
〔ライブフィルタ自動解除時間の設定〕

ライブフィルタが自動的に解除される時間を設定します。設定範
囲は5秒～60分までです。マイクロホンが移動しながら使われる場
合や、途中で会場の特性が変わるような場合に便利です。必要
のなくなったフィルタを解除すれば音質を増すこともできますし、マ
イクロホンの位置が頻繁に変わるような会場の場合、数分前に設
定したフィルタではハウリング抑制の効果がほとんどありません。
AFSはライブフィルタを解除しても、またハウリングが発生するような
ら、再度検知し抑制します。

3.3 ハウリングサプレッサ（AFS：Advanced Feedback Suppression）・セクション
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自動ゲイン制御は信号の平均レベルを一定範囲に保つようにす
る機能です。希望する出力レベルの中心（ターゲットレベル）とそ
のレベルを中心とした変動範囲（ウィンドウ）を設定します。設定し
たターゲットレベル付近では信号のゲインをウィンドウ内に収まるよ
うにゆるやかに調整します。低い信号レベルにはゲインパラメータ
で設定したゲインがかかりますが、入力信号がロースレッショルドを
下回るレベルまで落ちるとAGCはゲインを元に戻してユニティ（増
幅度ゼロ）とします。これはAGCが無信号時にもゲインを加え、シ
ステムのノイズフロアを上げないようにするためです。高い信号レ
ベルはリミッタにより減衰され、クリップによる歪みを防止します。
AGCスレッショルドメータは入力信号がAGCのどの領域にあるか
を表示します。T（黄色）は信号がウィンドウ内、A＋（赤）は信号が
リミッタ域、A－（緑）はAGCが最大ゲインを加えており、ウィンドウ内
かそれ以下にあることを示します。スレッショルドメータは信号がロ
ースレッショルドを下回ると消灯します。

［AGC On］ボタン
AGCのオンとオフを切り替えます。

Target…－20dBu～20dBu〔ターゲットレベルの設定〕
ターゲットレベルは信号の平均レベルとして希望する値を設定し
ます。信号の平均レベルがターゲットを上回るとゲインは減少し、
下回るとゲインが増加します。

Max Gain…1dB～20dB〔ゲインの設定〕
低レベルの信号にAGCによって加えられるゲインの最大値を設定
します。

Window…1dB～10dB〔ウィンドウの設定〕
出力の変動範囲を調整します。

Low Thresh…－60dBu～－30dBu
ロースレッショルドはAGCの下限を設定します。低レベルの信号や
ノイズにゲインを加えることを防止します。

Attack…0.20sec～5.00sec（秒）〔アタック時間の設定〕
ロースレッショルドを超えた信号にどのくらい速くゲインを加えるか
を設定します。

Release:…30.0dB～1.0dB/sec（dB/秒）
信号がロースレッショルドを下回った時、ゲインを減少させるまでの
時間を設定します。

DriveRackTM220i 取扱説明書 23

3.4 自動ゲイン制御（AGC）・セクション

Fixed Filters…0～12/ 0～24
〔固定フィルタ数の設定〕

固定フィルタとして使用するフィルタの数を設定します。Total
Filtersで設定した総数からこの数を引いた残りがライブフィルタと
して使用されるフィルタの数となります。

Total Filters…0～12/ 0～24
〔フィルタ総数の設定〕

AFSに使用するフィルタの総数を設定します。

Virtual High Pass…0.00Hz～410.1Hz
〔AFS回路へ配置するハイパスフィルタの設定〕

AFS検出回路にハイパスフィルタを通した信号を送るようになりま
す。AFSはシンセサイザやベースの低域の音によって、実際にはハ

ウリングが生じていないのに作動してしまうことがあります。この設
定でAFSの低周波の感度を下げることで、ベース音あたりでのフ
ィルタの割り当てを減らすことができます。

Sensitivity…－20dB～＋20dB〔感度の設定〕
AFSは信号レベルが0dBuの時に最大の効果を発揮するように設
計されており、信号のレベルが小さすぎるとAFSは迅速にハウリン
グを検知することができなくなります。AFSが正しく動作するように
信号のレベルに応じて感度を調整してください。
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ディエッサは歯擦音などの特定の発声に含まれる、高域のエネル
ギーを抑えるプロセッサです。

［On］ボタン
ディエッサのオンとオフを切り替えます。

High Pass/Band Pass〔ディエッサ用フィルタの型の選択〕
ディエッサに使用されるフィルタの型をハイパスかバンドパスかで
選びます。

Freq…800Hz～8.0kHz〔周波数の設定〕
フィルタをバンドパスに選んだ時はフィルタの中心周波数、ハイパ
スではカットオフ周波数を設定します。ボーカル処理の場合、4kHz
以上の設定で最大の効果を得ることができます。

Amount…0%～100%〔ディエッシング量の設定〕
ディエッサのかかる量を調整します。この調整はスレッショルドとレ
シオを組み合わせた設定で、高い値にするほど、より多くディエッサ
をかけることができます。

Width…0.25～16.0〔ディエッサ用フィルタのQの設定〕
バンドパスフィルタのQを調整します。

ダッカーは一方のチャンネル（A）に信号が入力されると、もう一方
のチャンネル（B）のレベルを下げる機能です。呼び出しアナウンス
などの用途に利用できます。ダッカ－はチャンネル（B）のインサート
2でのみ選択することができます。

［Ducker On］ボタン
ダッカーのオンとオフを切り替えます。

Threshold…－60dBu～20dBu
〔ダッカーの開始レベルの設定〕

スレッショルドはダッカーを作動させるチャンネルAの信号レベルを
設定します。

Depth…0dB～Inf（無限大）
〔チャンネルBの減衰量の設定〕

ダッカー作動時、チャンネルBの信号を減衰させる量を設定しま
す。

Attack…0.1msec～200msec（ミリ秒）
〔アタック時間の設定〕

チャンネルAにスレッショルドを超える信号が入った時、チャンネルB
の減衰が開始するまでの時間を設定します。

Hold…0msec～2000msec（ミリ秒）
〔ホールド時間の設定〕

チャンネルAの信号がスレッショルドを下回った後、チャンネルBの
信号の減衰動作を保持する時間の設定です。

Release…360dB/sec～5.0dB/sec（dB/秒）
〔リリース時間の設定〕

ホールド時間が終わった後、減衰された信号が通常レベルに戻る
までの時間を設定します。

3.5 ディエッサ

3.6 ダッカー・セクション
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DriveRack 220iはフルバンドのステレオコンプレッサを装備してい
ます。コンプレッサを使用すれば、ボーカルやギターといった一定で
ない信号を引き締めることができます。

［Compressor On］ボタン
コンプレッサのオンとオフを切り替えます。

［Auto On］ボタン
オートモードをオンにするとアタック、ホールド、リリース時間を信号に
応じて自動的に調整します。オートモードは最適なエフェクト結果
が得られるよう、常時パラメータを調整します。オートモードは、すば
やく簡単に設定できるだけではなく、絶えずパラメータを調整する
ため、良いコンプレッション結果を得ることができる機能です。

OverEasy…Off～10〔OverEasyレベルの設定〕
コンプレッションを開始する点を“ニー”と言いますが、通常のコン
プレッサはスレッショルドを超えると唐突にレベルの減衰を始めるも
ので、“ハードニー”のコンプレッションと呼ばれます。OverEasy（ソ
フトニーとも呼ばれます）は音の圧縮を緩やかに行う、dbx独自の
機能です。OverEasyコンプレッションは信号がスレッショルドに達
する前にコンプレッションを開始し、スレッショルドを超えた後に設定
されたコンプレッションとなります。OverEasyコンプレッションはとて
も自然で滑らかな圧縮を行うので、あらゆる用途で使用できること
でしょう。OverEasyコンプレッションのレベルは10段階ありますので、
自然で滑らかなコンプレッションから鋭いコンプレッションまで様々
なニーを選ぶことができます。1がOverEasyの中では最もハードニ
ーに近く、10が最もOverEasy効果が高くなります。お好みに合わせ
た最適なニーを選んでください。

Threshold…－40dBu～20dBu〔スレッショルドの設定〕
スレッショルドは信号の圧縮が開始される信号レベルです。例え
ばスレッショルドを－10dBuに設定した場合、－10dBu以下の信号
のレベルはそのまま通過し、－10dBuを超えた信号は圧縮されます。
強いコンプレッションがお望みならスレッショルドをとても低いレベル
に設定すると、ほとんどの入力信号がスレッショルドを上回るように
なります。自然な（穏やかな）コンプレッションを行うためには信号
の大半がスレッショルド以下となるようにしてピークだけがスレッショ
ルドを超えるようにしてください。

Ratio…1.0:1～Inf（無限大）:1〔レシオの設定〕
レシオはスレッショルドを超えた信号のレベルを減衰させる割合を
指します。2:1のレシオを選んだとすると、入力された信号が2dBス
レッショルドを上回った場合、圧縮された信号はスレッショルドを
1dB超過したレベルで出力されます。穏やかなコンプレッションで
は低めのレシオが選ばれ、強いコンプレッションでは高めのレシオ
が必要となります。Inf:1を選ぶとコンプレッサはリミッタのような動作
となります。

Gain…－20.0dB～20.0dB〔ゲインの設定〕
この設定はコンプレッションによって失われるゲインを補正するため
に使用します。強いコンプレッションを行ってから出力のゲインで信
号を増幅することで実際の信号よりも大きな音の信号を作ることが
できます。

Attack…0.1ms～200ms（ミリ秒）〔アタック時間の設定〕
信号がスレッショルドを超えてからコンプレッションを開始するまで
の時間を設定します。短いアタック時間は突発的な音を処理する
のに有効です。オートモードではアタック時間の設定は無効となり
ます。

Hold…0ms～500ms（ミリ秒）〔ホールド時間の設定〕
信号レベルがスレッショルド以下に下がったあと、コンプレッションを
保持する時間を設定します。ホールド時間を長くすると、時間的に
近接した、一番素早いピークにコンプレッションをかけて滑らかに
する効果があります。一般的にホールド時間を長くすると圧縮され
た音を自然にしますが、長くし過ぎると予期せぬ音量の低下を引
き起こすことがあります。オートモードではホールド時間の設定は無
効となります。

Release…360dB/s～5.0dB/s（dB/秒）
〔リリース時間の設定〕

ホールドの期間が終わった後、コンプレッションから復帰するまでの
時間を設定します。リリース時間はdB/秒で設定します。例えばリ
リース時間を5dB/秒に設定した場合、信号が10dBのゲインの減
衰なら、リリースに要する時間は2秒です。速すぎるリリース時間は
ボリュームの変化が耳でわかるほどになります。遅すぎるリリース
時間はスレッショルドを超えていない信号に対してもコンプレッショ
ンを行い、予想外のボリュームの低下を招く恐れがあります。オー
トモードではリリース時間の設定は無効となります。
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3.7 コンプレッサ
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［Gate On］ボタン
ゲートのオンとオフを切り替えます。

Threshold…－50dBu～22dBu〔スレッショルドの設定〕
スレッショルドはゲートが開く信号レベルを指します。スレッショルド
を超えた時、信号は通過し、スレッショルド以下の信号は抑制され
ます。スレッショルドを高く設定してしまうとギターやピアノのサステ
インや、残響の余韻などの信号の終わりが途切れる可能性があり
ます。スレッショルドの設定は注意して行ってください。

Ratio…1:1.0～1:15.0〔レシオの設定〕
信号レベルを引き下げる割合を設定します。このレシオはコンプレ
ッサやリミッタと逆になります。1:4のレシオを選ぶとスレッショルドを
1dB下回る信号はスレッショルドから4dB下がったレベルに減衰さ
せられます。

Attack…0.1ms～200ms（ミリ秒）〔アタック時間の設定〕
信号がスレッショルドに達した時にゲートが開くまでの時間を設定
します。瞬間的な音の立ち上がりを捕らえたい場合には速いアタ
ック時間に設定してください。

Hold…0ms～500ms（ミリ秒）〔ホールド時間の設定〕
信号がスレッショルドを下回った後、ゲートを開いたまま保持する時
間を設定します。

Release…360dB～5.0dB/s（dB/秒）〔リリース時間の設定〕
ホールドの期間が終わった後、ゲートを閉じて信号が減衰状態に
なるまでの時間を設定します。

Max Atten…0.0dB～Inf（無限大）〔最大減衰量の設定〕
ゲート閉鎖時の最大減衰量を設定します。

3.8 ゲート・セクション
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3.9 ノッチフィルタ・セクション

ノッチフィルタは入力信号に乗った不要な周波数成分の除去を
行います。DriveRack 220iでは6個のノッチフィルタを配置すること
ができます。

［Notch On］ボタン
ノッチフィルタのオンとオフを切り替えます。

［Notch1］～［Notch6］ボタン
調整するノッチフィルタを選びます。

Fc…19.7Hz～20.2kHz〔中心周波数の設定〕
ノッチフィルタの中心周波数を設定します。

Gain…－36.0dB～6.0dB〔ゲインの設定〕
ノッチフィルタのレベルを設定します。6.0dBに設定すればハウリン
グの周波数を発見するのに役立ちます。発見したら－3db～
－36dBに設定してハウリングを除去してください。

Q…16.0～128.0〔Qの設定〕
ノッチフィルタのQを設定します。

［Flatten］、［Restore］ボタン〔フィルタ設定の初期化〕
［Flatten］ボタンをクリックするとゲイン設定をフラットにします。その
後［Restore］ボタンを押すとフラットにする直前の設定に戻ります。

サブハーモニック・シンセサイザはクラブ、ダンスホール、DJミックス、
劇場、映画館、録音、ライブ会場、放送用などのプロフェッショナル
用途で低域を増強するのに最適な機能です。サブハーモニック・
シンセサイザの持つ2つの独立したサブハーモニック合成回路は
滑らかに低音域をコントロールしていきます。独立した低域ブース
ト回路は、様々な低域用スピーカシステムを最大限活用するため
に設計されています。

［Sub-Harmonic Synth On］ボタン
サブハーモニック・シンセサイザのオンとオフを切り替えます。

Subharmonics…0%～100%〔レベルの設定〕
サブハーモニック・シンセサイザの全体のレベルを設定します。

24-36Hz Level/36-56Hz Level…0%～100%
〔各周波数の合成量を設定〕

それぞれの合成された周波数が追加される量を設定して、システ
ムの低域特性の音質を調整できます。たとえば音がうなる、あるい
はゴロゴロするような感じであれば36Hz～56Hzのレベルを下げて
みましょう。ウーファがボトミング（変位量の限界まで前後に動くこと。

カチカチ当たる音を発生します）しているようであれば24Hz～
36Hzのレベルを下げてみましょう。ある場所ではとても良い状態で
も、他の場所では音がうなることがあるかもしれません。そのような
場合には必要に応じてコントロールを調整してください（一方のバ
ンドのレベルを上げてみるなど）。いろいろ試すことで、豊かで、深
みのある低域に調整が可能です。それぞれの周波数は全体とし
てレベルコントロールされます。

3.10 サブハーモニック・シンセサイザ・セクション
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信号経路の中ほどにもミキサ・セクションがあります。チャンネル信
号のミックスと出力レベルの調整をすることができます。

［Channel B Pre-Ducker］ボタン
このボタンはダッカーが信号経路上にある場合のみ表示されま
す。このボタンを押すとチャンネルBの信号をダッカーの手前から取
り出すことができます。

INPUT A、INPUT B 入力レベル…－INF（－無限大）～＋20dB
各チャンネルの信号レベルを調整します。両チャンネルをミックスす
ることが可能です。フェーダの下に設定レベルの値が表示されま
す。

OUTPUT 1、2 出力レベル…－INF（－無限大）～＋20dB
それぞれの出力チャンネルのレベルを調整します。

バンドパスフィルタを使うことで出力信号の周波数帯域を制限す
ることができます。ステレオリンクすることも可能です。

High Pass…Out（Off）～20.159kHz
〔ハイパスフィルタ周波数の設定〕

出力信号に含まれる最も低い周波数を設定します。

High Slope…BS6、BS12、BS18、BS24、BW6、
BW12、BW18、BW24、L-R12、L-R24dB/oct

〔ハイパスフィルタのスロープの設定〕
ハイパスフィルタのスロープを設定します。BSがベッセル型のフィル
タ、BWはバターワース型フィルタで6、12、18、24dB/octのスロープ
が選べます。L-Rはリンクウィッツ・ライリ型のフィルタでスロープは
12、24dB/octが選べます。

Low Pass…19.7Hz～Out（Off）
〔ローパスフィルタ周波数の設定〕

出力信号に含まれる最も高い周波数を設定します。

Low Slope…BS6、BS12、BS18、BS24、BW6、
BW12、BW18、BW24、L-R12、L-R24dB/oct

〔ローパスフィルタのスロープの設定〕
低域フィルタのスロープを設定します。BSがベッセル型のフィルタ、
BWはバターワース型フィルタで6、12、18、24dB/octのスロープが選
べます。L-Rはリンクウィッツ・ライリ型のフィルタでスロープは12、
24dB/octが選べます。

3.11 マトリックスミキサ・セクション

3.12 バンドパスフィルタ・セクション
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入力のイコライザに加え、マトリックスミキサ・セクション後段にも4バ
ンドのパラメトリックイコライザがあります。ステレオリンクすること可
能です。

［PEQ On］ボタン
パラメトリックイコライザのオンとオフを切り替えます。下のグラフはコ
ンスタントQ型のパラメトリックイコライザの特性図です。

Type…Bell、High Shelf、Low Shelf、Low/High Shelf
〔イコライザの型の選択〕

次の4つの中からパラメトリックイコライザの型を選びます。
Bell…全てがベル型
High Shelf…バンド4のみ高域シェルビング型で、残りはベル型
Low Shelf…バンド1のみ低域シェルビング型で、残りはベル型
Low/High Shelf…バンド1が低域シェルビング型、バンド4が高域
シェルビング型、残りの2つがベル型

Fc…19.7Hz～20.2kHz〔中心周波数の設定〕
フィルタの周波数を設定します。

Q…0.105～16.000〔Qの設定〕
ベル型を選択している場合、フィルタのQを設定します。

Slope…3.0dB～12.0dB/oct〔スロープの設定〕
シェルビング型の場合、フィルタのスロープを設定します。

Level…－12.0dB～12.0dB〔ゲインの設定〕
フィルタのピークレベルを設定します。

［Flat］、［Restore］ボタン〔イコライザ設定の初期化〕
［Flat］ボタンをクリックするとイコライザの設定はフラットになります。
その後［Restore］ボタンを押すとフラットにされる直前の設定に
戻ります。
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3.13 マトリックスミキサ後段のパラメトリックイコライザ
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リミッタは各チャンネルの出力段に備えられており、スピーカやパワ
ーアンプを保護するのに有効です。ステレオリンクもできます。

［Limiter On］ボタン
リミッタのオンとオフを切り替えます。

［PkStop＋On］ボタン
PeakStop＋リミッタのオンとオフを切り替えます。dbx独自の
PeakStop＋リミッタは2段階のリミッティングを行います。第1段階は
瞬時トランジェントクランプ（Instantaneous Transient Clamp）による
ソフトな対数特性での信号の抑制です。この機能はPeakStop＋リ
ミッタで設定したオーバーシュートの量を超えないように信号レベ
ルを自然に抑制するため、耳障りな音を発生しません。第2段階は
インテリジェント予測リミッタ（Intelligent Predictive Limiting）を用
いた独自のプログラムリミッタです。この機能は入力信号を監視し
て、設定した限界以下に出力を抑えるために必要なゲインリダク
ションの量を予測します。Peakstop＋リミッタは安全装置として機
能するリミッタなので、必ず出力ゲインを設定した後に設定を行っ
てください。

［Auto On］ボタン
オートモードがオンの時、リミッタのアタック、ホールド、リリース時間を
絶えず自動的に調整します。

OverEasy…Off～10〔OverEasyレベルの設定〕
OverEasyはリミッタでも使用することができます。設定レベルは10
段階です。

Threshold…－40dBu～20dBu
〔スレッショルドの設定〕

スレッショルドはリミッタが動作を開始する信号レベルです。

Overshoot…2dB～6dB〔オーバーシュートの設定〕
瞬時トランジェントクランプのオーバーシュートを調整する範囲を設
定します。この設定はPkStop＋をONにしていない場合は無効とな
ります。

Attack…0.1ms～200ms（ミリ秒）
〔アタック時間の設定〕

信号がスレッショルドを超えてからリミッタがゲインリダクションを開
始するまでの時間を設定します。アタック時間は低周波帯域では
長めに、高周波帯域では短めにします。オートモードではアタック時
間の設定は無効となります。

Hold…0ms～500ms（ミリ秒）
〔ホールド時間の設定〕

信号がスレッショルド以下に下がった後、ゲインリダクションを保持
する時間を設定します。ホールド時間の設定はリミッタが作動して
から、ある一定の期間、動作させたい場合に便利です。ホールド
中はリミッタがかかり続ける状態なのでホールド時間は長く設定し
過ぎないよう注意してください。オートモードではホールド時間の設
定は無効となります。

Release…360dB～5.0dB/s（dB/秒）
〔リリース時間の設定〕

コンプレッサのリリース時間と同じで、ホールド期間が終わった後、
ゲインリダクションから復帰するまでの時間を設定します。リリース
時間は低周波帯域では長めに、高周波帯域では短めに設定しま
す。オートモードではリリース時間の設定は無効となります。

3.14リミッタ・セクション
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ディレイはステレオリンクすることもできます。

［Delay On］ボタン
ディレイのオンとオフを切り替えます。

Type…Second、Feet、Meters〔設定単位の選択〕
ディレイ時間の設定単位をミリ秒、フィート、メートルから選びます。

Length…0.00ms～650.00ms（ミリ秒）
〔ディレイ時間の設定〕

ディレイの時間を設定します。フィート単位では0.00ft～732.55ft、
メートル単位では0.00m～222.95mです。
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3.15 ディレイ・セクション



設定値の詳細
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第3章 DriveRack 220i
出力セクションではスピーカのための位相の補正や極性の変更を
行うことができます。出力レベルの調整はマトリックスミキサ・セクシ
ョンで行ってください。マトリックスミキサ・セクションはコンプレッサ、
リミッタ・セクションの前段にあるため、コンプレッサとリミッタは出力
レベルを直接的にコントロールすることとなります。

［Polarity/Phase］ボタン
オンにすると出力の位相補正、極性の変更が行われます。オフの
時は極性はポジティブ（正相）で位相補正は0度です。

Polarity…Positive、Negative〔極性の設定〕
Negativeを選ぶと出力信号の極性は逆相になります。

Phase Shift…－180°～0°（度）〔位相のずれの調整〕
出力信号の位相のずれを調整します。位相は信号の周波数帯
域の中で最も高い周波数を基準とします。

3.16 出力セクション
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Zone Control 
Front Panel

Lockout 
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第4章 DriveRack 220i

プログラムリストの表示方法には保存されているプログラム全てを
表示する（Normal）モードとあらかじめ登録されたプログラムだけ
を表示する（List）モードがあります。リスト表示にすると、プログラ
ムモードで選択できるプログラムはリストに登録されているものだけ
に限定することができます。リストの作成手順は以下のとおりです。

ネットワーク構成画面にある〈Edi t〉メニューをクリックし、
〈Utilities...〉を選ぶと、右図のようなウィンドウが開きます（違う項
目の画面を表示していたら〈Program List〉タブをクリックしてく
ださい）。

リスト表示を選ぶにはProgram Change ModeでListを選択します。
Normalでは全プログラムが表示されます。
Program List Sizeでリスト上に表示されるプログラムの総数を設
定します。
リストサイズに応じた行数のリストが表示されます。リストの下にあ
るのはプログラム選択メニューです。リストは1番から順に並べて
表示されます。リスト上の好きな位置をクリックして選び、プログラム
選択メニューの右端にある矢印を使ってその行に登録するプログ
ラムを選びます。

DriveRack 220iは別売のZone-Controllerシリーズ壁面取り付け
パネル型コントローラを接続することができます。Zone-Controller
を使用すれば、本機に不慣れな人でも簡単にリアルタイムで音量
調整、プログラムの切り替え、ミュート操作を行なえるシステム構成
を作り上げることができます。

DriveRack 220iでは最大6つのZone-Controllerを使用できます。
例えば、あるコントローラを1つのゾーンに使用し、さらにもう1台を会
場やシステム全体の操作に使用するといったことができます。並
列（スター型）配線用のZC-BOBを使用しCAT5仕様のケーブル
で接続すれば、最大距離は1台につき300メートルまで延ばすこと
ができます。

Zone-Controllerの接続設定

Zone-Control lerの接続を行う前に、まずそれぞれのZone-
Controllerの背面横にあるDIPスイッチでそれぞれ別のIDナンバ
ーを設定してください（48ページの図Aを参照してください）。DIP
スイッチの番号はパネルの設定と対応しています。6つのスイッチ
の中からそれぞれ1つだけオンにした後、ネットワーク構成画面の
ウィンドウにある〈Edit〉メニューをクリックし、〈Utilities...〉を選び
ます。〈Zones〉タブをクリックすると次ページのようなウィンドウが開
きます。
Panel…設定を行うパネルのID番号を選びます（DIPスイッチと同

じ番号を選択してください）。

Type…パネルの種類を選びます（選択したIDと同じコントローラ

を選択してください）。

この章ではユーティリティメニューにあるプログラムリストの編集、Zone-Controllerの設定、前面パネル操作部のロック機能

などについて解説します。

4.1 プログラムリストの編集

4.2 Zone-Controllerの設定



ユーティリティ 第4章DriveRack 220i
ZC-1
Boost/Cut： レベルボリュームによるブーストおよびカットの量

を設定します。

Output Select：コントロールを行う出力チャンネルを選びます。

ZC-2
設定はZC-1と同様ですが、パネル上にはミュートスイッチが追加さ

れています。

ZC-3
Program：A～Dのスイッチが押された時に呼び出されるプログラ

ムを選択します。

ZC-4
Switch Combinations：4つの接点の組み合わせで16通りのプ

ログラムの切り替えができます。

Local Program：Switch Combinationsでの組み合わせ時に、呼

び出されるプログラムを選択します。
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ユーティリティ
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第4章 DriveRack 220i
DriveRack 220iには不用意に設定の変更が行われたりしないよ
うに、前面パネル操作部をロックする機能があります。ネットワーク
構成画面のウィンドウにある〈Edi t〉メニューをクリックし、
〈Utilities...〉を選び、〈Misc.〉タブをクリックすると右図のようなウ
ィンドウが開きます。選択メニューによりロックの状態を選ぶことが
できます。

Unlocked：
ロックを解除します。

Locked with AFS Live Filter Clear：
AFSのライブフィルタクリア操作も含めて全てロックします。

Locked without AFS Live Filter Clear：
AFSのライブフィルタクリア操作以外を全てロックします。

4.3 前面パネル操作部のロック



APPLICATION
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第5章 DriveRack 220i

ハードウェアの接続
（1）マイクロホンの出力をDriveRack 220iの入力に接続します。
（2）DriveRack 220iの出力をミキサへ接続します。
（3）DriveRack 220iの出力をミュートした状態で、ミキサとパワー

アンプの電源を入れます。
（4）必要に応じてZone-Controllerを接続します。

ソフトウェアの設定
（1）DriveRack 220iの前面パネルの〈UP〉〈DOWN〉ボタンを操

作するか、DriveWareのプログラムモード画面でプログラムを3
のMicMixに選びます。

（2）DriveRack 220iの前面パネルの〈LOAD〉ボタンを押すか、
DriveWareのプログラムモード画面の［LOAD］ボタンをクリッ
クしてプログラムを読み込みます。

（3）DriveWareで各エフェクトを調整します。
（4）Zone-Controllerを使用する場合にはユーティリティメニュー

からZone-Controllerの接続設定を行います。

この章ではDriveRack 220iの最高の性能を引き出すための設置事例をご紹介します。これらの事例はそのまま使用す
ることもできますし、システムを構築する際のベースとすることもできます。

5.1 マイクロホン信号の処理とミキシング

　　設定
マイク・プリアンプ�
イコライザ�
ハウリングサプレッサ�
ミキサ�
ハイパスフィルタ�
コンプレッサ�
ゲート�



アプリケーションガイド 第5章DriveRack 220i

ハードウェアの接続
（1）ミキサの出力をDriveRack 220iの入力に接続します。
（2）DriveRack 220iの出力をパワーアンプの入力に接続します。
（3）DriveRack 220iの出力をミュートした状態で、ミキサとパワー

アンプの電源を入れます。

ソフトウェアの設定
（1）DriveRack 220iの前面パネルのPROGRAM〈UP〉〈DOWN〉

ボタンを操作するか、DriveWareのプログラムモード画面でプ
ログラムを1のStereo & AFSに選びます。

（2）DriveRack 220iの前面パネルの〈LOAD〉ボタンを押すか、
DriveWareのプログラムモード画面の［LOAD］ボタンをクリッ
クしてプログラムを読み込みます。

（3）DriveWareで各エフェクトを調整します。
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　　設定
イコライザ
ハウリングサプレッサ�
バンドパスフィルタ�
リミッタ�
ディレイ�
コンプレッサ�

�

5.2 ステレオ/モノラル2チャンネルシステムの接続
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第5章 DriveRack 220i

ハードウェアの接続
（1）マイクロホンなどの音源をDriveRack 220iの入力に接続しま

す。
（2）DriveRack 220iの出力をパワーアンプの入力に接続します。
（3）DriveRack 220iの出力をミュートした状態で、パワーアンプの

電源を入れます。
（4）DriveRack 220iにZC-4を接続します。接点スイッチをZC-4に

接続します。

ソフトウェアの設定
（1）DriveRack 220iの前面パネルのPROGRAM〈UP〉〈DOWN〉

ボタンを操作するか、DriveWareのプログラムモード画面でプ
ログラムを7のRoom Comb-1に選びます。

（2）DriveRack 220iの前面パネルの〈LOAD〉ボタンを押すか、
DriveWareのプログラムモード画面の［LOAD］ボタンをクリッ
クしてプログラムを読み込みます。

（3）DriveWareのユーティリティメニューからZone-Controllerの接
続設定を行います。パネルのIDを選び、型をZC-4としたら、ス
イッチの組み合わせの1つ目はプログラム7、2つ目にはプログ
ラム8を設定します。

ゾーンの仕切り�

 　設定�
 マイク・プリアンプ�
 イコライザ�
 ハウリングサプレッサ�
 自動ゲイン制御�
 バンドパスフィルタ�
 リミッタ�
 ディレイ�

5.3 2つの部屋の分割、連結
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ハードウェアの接続
（1）マイクロホンをDriveRack 220iの入力チャンネル1に、音源を

チャンネル2に接続します。
（2）DriveRack 220iの出力をパワーアンプの入力に接続します。
（3）DriveRack 220iの出力をミュートした状態で、パワーアンプの

電源を入れます。
（4）必要に応じてZone-Controllerを接続します。

ソフトウェアの設定
（1）DriveRack 220iの前面パネルのPROGRAM〈UP〉〈DOWN〉

ボタンを操作するか、DriveWareのプログラムモード画面でプ
ログラムを5のRestaurantに選びます。

（2）DriveRack 220iの前面パネルの〈LOAD〉ボタンを押すか、
DriveWareのプログラムモード画面の［LOAD］ボタンをクリッ
クしてプログラムを読み込みます。

（3）DriveWareで各エフェクトを調整します。
（4）Zone-Controllerを使用する場合にはユーティリティメニュー

からZone-Controllerの接続設定を行います。パネルのIDを
選びブースト/カットの量を設定します。

 　設定�
 マイク・プリアンプ�
 イコライザ�
 ハウリングサプレッサ�
 自動ゲイン制御�
 バンドパスフィルタ�
 リミッタ�

5.4 BGM/呼び出し放送
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DriveRack 220i 付録
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付録 DriveRack 220i

リセットが必要になった場合には、DriveRack 220iをソフトリセット
あるいはハードリセットすることができます。ソフトリセットはユーザプ
ログラム以外の動作上の設定を全てリセットします。ハードリセット
では全てのプログラムデータを工場出荷時の設定にリセットしま
す。

ハードリセット〔工場出荷時設定へリセット〕
PROGRAM〈UP〉ボタンを押したまま電源を入れ、プログラム番号
ディスプレイに“Hr”と表示されるまでボタンを押し続けてくださ
い。
〈LOAD〉ボタンを押すとリセットを実行します。全てのユーザプロ
グラム1～10は基本設定プログラムのコピーとなります。全てのユ
ーティリティ設定とロック設定は初期状態となります。その他のボタ
ンを押すとリセットは中止されて、通常に起動します。

ソフトリセット
PROGRAM〈DOWN〉ボタンを押したまま電源を入れ、プログラム
番号ディスプレイに“Sr”と表示されるまでボタンを押し続けてくだ
さい。
〈LOAD〉ボタンを押すとリセットを実行します。ユーザプログラムは
残りますが、ユーティリティ設定は初期状態となります。その他のボ
タンを押すとリセットは中止されて、通常に起動します。

ファームウェアの更新
DriveRackに搭載されているコントロールソフトウェア（ファームウェ
ア）はdbxサイトで公開されている最新版に更新することができま
す。DriveRack 220iをアップデータの受信モードに切り替えてPC
からダウンロードします。DriveRack 220iをアップデータの受信モー
ドに切り替えるには〈LOAD〉ボタンを押したまま電源を入れます。
モードが切り替わったらいつでもダウンロードを開始することができ
ます。

A.1 プログラムデータのリセットとファームウェアの更新
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（1）Stereo&AFS
ステレオシステム用です。

（2）Two Mics
2系統のマイクロホンのプロセッサです。

（3）Mic Mix
2本のマイクロホン入力をミキシングするマイクロホンプロセッ
サです。

（4）Page 2 Zones
入力チャンネル1はマイクロホン入力、チャンネル2は音楽入力
とし、両出力チャンネルには同じ音楽と呼び出し放送が出力
されます。

（5）Restaurant
No.4と似た設定ですが、音楽は両出力チャンネルに出力され、
呼び出し放送はチャンネル2（ロビー）にのみ出力されます。

（6）Auto Dealer
No.4と似た設定ですが、音楽は出力チャンネル2（ショールー
ム）にのみ出力され、呼び出し放送は両チャンネルに出力さ
れます。

（7）Room Comb-1
パーテイションで区切って使用可能な部屋用のプログラムの1
番目です。部屋を2つに分けた時の用の設定で部屋AとBは
別系統となります。

（8）Room Comb-2
パーテイションで区切って使用可能な部屋用のプログラムの2
番目です。部屋を1つにした時の用の設定で部屋AとBの入
力はミックスされ両部屋同じに出力されます。

（9）Crosover
入力はチャンネル1のみを使用します。入力された信号はサ
ブウーファ用として100Hzの帯域で分離されチャンネルBから
出力されます。

（10）Mix&XOver
入力チャンネル1と2はミックスされます。入力された信号はサ
ブウーファ用として100Hzの帯域で分離されチャンネルBから
出力されます。

工場出荷時はユーザプログラム1～10は基本設定プログラム11～
20と同内容です。
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A.2 プログラムリスト
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付録 DriveRack 220i
A.3 ブロックダイアグラム
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DriveRack 220iは入力ゲインレベルの設定を変更することがで
き、＋4dBu、－10dBVの2種類のゲイン設定があります。ただし工
場出荷時の状態から変更すると出力メータは正しく校正された値
ではなくなることに十分ご注意ください。

また、DriveRack 220iは電源が入っていない時の信号出力の状
態を設定することもできます。工場出荷時は、電源が入っていない
時には内部のリレースイッチにより本機はバイパスされ、入力信号
がそのまま出力される設定ですが、電源が入っていない時には出
力されないように変更することもできます。

ゲインレベルとバイパスリレーの設定を変更するには以下の手順
を行ってください。
（1）本機の電源をオフにします。カバーを開ける前には必ず電源

プラグをコンセントから抜いてください。
（2）静電気による損傷を防止するため、作業者の帯電を除きま

す。
（3）DriveRack 220iのボディ両側面にある4つのネジ、前面パネル

上部中央の六角ネジを外してユニットのカバーを開けます。
（4）ジャンパの設定は下図のとおりです。希望の設定にジャンパ

ピンを差し換えてください。

DriveWare
DriveRackとPCとの接続がうまくいかない場合、HotSyncマネージャ
によって問題が生じている場合があります。
PalmなどのPDA機器を使用している時、HotSyncマネージャが
COMポートを管理しているため、DriveWareでDriveRackを接続
する場合には、タスクバーにあるHotSyncマネージャアイコンを右ク

リックし、EXITを選んで終了させ、HotSyncマネージャを無効にし
てください。これでDriveWareがCOMポートを使用できるようになり
ます。もしCOMポートの1番以外を使用する場合には、DriveWare
のFileメニューにあるPreferencesから正しいCOMポートの番号を
選んでください。
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A.4 ゲインジャンパと電源オフ時バイパスジャンパ

警告：以下の保守手順の説明は有資格保守技術者のみを対象としています。感電
の危険性をなくすために、当該資格を有している場合を除き、取扱説明書に記載され
ている以外の保守は行わないでください。保守作業は購入された販売店にお問い合
わせください。保守作業はメイン電源を切ってから行ってください。

ジャンパのボード上の部品番号
入力と出力のジャンパはP4、P8、P6がチャンネル1用で、P5、P9、
P13がチャンネル2用です。
バイパス用のジャンパはP7がチャンネル1用で、P12がチャンネル2
用です。

注意：入力用には2つのジャンパがあり、出力用は1つです。

バイパスの�
ジャンパ設定�

入出力レベルの�
ジャンパ設定�

バイパス�

バイパス無し�

+4dBu

-10dBv

+4dBu
-10dBv

A.5 ヒントとトラブルシューティング
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付録 DriveRack 220i
Zone-Controller（ZC-1、ZC-2、ZC-3、ZC-4）は直列にも並列（スタ
ー型）にも配線できます。Zone-Controllerの配線を行う前に必ず
各コントローラの側面にあるDIPスイッチ（図A）でID番号を設定し
てください。複数のZone-Controllerが1つのゾーンをコントロール
する、あるいは1つのZone-Controllerが複数の出力をコントロール
する場合もありますが、いずれの場合も各コントローラには1～6まで
の別々の番号を割り当て、その番号と同じパネルを設定する必要

があります。2つのZone-Controllerを1系統につないでDriveRack
220iに接続するとこのようになります（図B）。Zone-Controllerは
ZC-BOBを使用して並列（スター型）に接続することもできます。並
列に接続する場合でもコントローラにはそれぞれ固有のID番号を
設定してください。並列に接続する場合、それぞれのコントローラ
はZC-BOBのポートへ接続し、ZC-BOBをDriveRack 220iに接続
します（図C）。

A.6 Zone-Controllerの接続

図A

図B

図C



付録DriveRack 220i
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ケーブルの仕様　�
 カテゴリー5ケーブル：24AWGのツイストペア4セット�

RJ-45(8ペア) RJ-45(8ペア)
白／オレンジ�

オレンジ�

白／緑�

白／青�
緑�

青�

白／ブラウン�

ブラウン�

-VREF

-Zone 1

-Zone 2

-Zone 4

-Zone 3

-Zone 5

-Zone 6

-GND

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

ZC-BOB ZC-1 ZC-2 ZC-3 ZC-4

図D
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付録 DriveRack 220i

合計で最大180ｍ�

合計で最大90ｍ�

最大300ｍ�

最大300ｍ�
最大300ｍ�

最大300ｍ�

最大300ｍ�
最大300ｍ� 最大7.5ｍ�

注意：以下のケーブル長はDC抵抗値が300メートルにつき29Ω

のCAT5ケーブルを使用した場合に得られるものです。Zone-

Controllerを直列に接続する場合、ケーブルの長さについては次

の制限があります。1台のZone-Controllerを直接DriveRack

220iに接続する時には300メートルのケーブルが使用できます。

図Eにあるように3つのZone-Controllerを直列に接続する場合、

ケーブル長の合計は180メートル以内にしてください。図Fのよう

に6つのZone-Controllerを直列に接続する場合は、ケーブル長

の合計は90メートル以内にして下さい。ケーブルを300メートルま

で延ばすには図Gのように並列（スター型）に接続します。ZC-

BOBを使えば、6本のケーブルをそれぞれ300メートルまで延ばして

並列接続ができます。

A.7 Zone-Controllerの配線

図E

図F

図G



付録DriveRack 220i
音声入力 チャンネル数 2

端子・型式 XLR/ユーロブロック、電子バランス
インピーダンス 50kΩ
最大レベル ＋20dBu
ファンタム電源 15V

音声出力 チャンネル数 2
端子・型式 XLR/ユーロブロック、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、0dBゲイン）

ダイナミックレンジ 110dB（Aウェイト）

電源 AC100V、50/60Hz、12W

寸法・重量 幅483×高45×奥行150mm、2.3kg
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A.8 仕様
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ヒビノ株式会社　ヒビノプロオーディオセールス Div.
営業部
〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3110　FAX: 03-5783-3111

福岡ブランチ
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6
TEL: 092-611-5500　FAX: 092-611-5509

http://www.hibino.co.jp/
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

大阪ブランチ
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8
TEL: 06-6339-3890　FAX: 06-6339-3891

札幌オフィス
〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三条1-1-20
TEL: 011-640-6770　FAX: 011-640-6776

名古屋オフィス
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3-4-26
TEL: 052-589-2712　FAX: 052-589-2719
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