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お知らせ

 

 

 

製品の保証について
製品の品質管理につきましては万全の体制を取っており、厳密な検査を経て出荷しておりますが、万一製品上の不備による自然故障が生じ
ましたら弊社の保証規定に基づき、保証期間内であれば、保証書をご提示いただくことにより無償にて修理をさせていただきます。
製品の保証は、正規販売店より新品の状態でご購入いただいた場合に限らせていただきます。第三者よりの譲渡、あるいは中古品でのご購
入による場合は、保証の適用対象となりません。この場合は保証登録カードにご記入・ご返送いただいても保証書を発行することはできませ
んので、あらかじめご了承ください。
なお、保証期間内であっても、保証書記載のご氏名と異なる方がご使用になっている場合には保証は適用されません。

保証書の発行について
お手数ですが、同梱しております保証登録カードに必要事項をお書きの上ご投函ください。弊社にてご愛用者登録を行ない、同時に保証書
を発行させていただきます。保証書が発行されていないと、保証期間内であっても有償修理とさせていただかざるを得ない場合がございま
す。大変お手数ですが、保証登録カードのご返送を忘れないようお願いいたします。
なお、保証登録カードのアンケート項目にも、もれなくご記入くださいますよう重ねてお願いいたします。お寄せいただきましたアンケート、
ご意見、ご感想は、わたくしどもの貴重な資料として今後の弊社のサービス向上に役立たせていただく所存でございます。

修理、アフターサービスの御用命について
修理、アフターサービスの御用命は、お買い上げいただいた販売店にお申し付けください。
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個人情報の取り扱いについて
弊杜では、お求めいただいた高価な製品を末永くご愛用いただくために、アフターサービスをご提供する目的で、製品に付属の「保証登録カ
ード」にご記入・ご送付いただいてから「保証書」を発行するという方式を採用しております。　お手数ではございますが、何卒主旨をご理解の
うえご協力を賜りますようお願いいたします。
なお、「保証登録カード」にご記入、ご返送いただいたお客様を識別・特定し得る個人情報につきましては、弊社にて適切に管理することを社
会的責務として重要と考え、下記の基本方針に基づき、お客様情報の保護、管理を徹底することを誓約いたします。
 

「保証登録カード」にご記入いただいたお客様情報の利用目的について
当社が得たお客様情報は、以下の目的以外には利用いたしません。
　　　　　　・お客様へのアフターサービス業務の基礎資料として
　　　　　　・弊杜より発信するダイレクトメール等情報のお届けのため
 

お客様情報の管理について
当社はお客様情報を取り扱う管理責任者を置き、紛失、漏洩、不正な第三者提供などが無いよう、お客様情報の取り扱いに十分な注意を払い
ます。

 
収集したお客様情報の第三者への提供、開示について
収集したお客様情報を、お客様のご許可なく弊社以外の第三者に提供することはありません。但し、お客様と当社間で製品の配送等のために
お客様に明示することなく委託業者に対しお客様情報の一部を開示することがございますが、利用目的の必要範囲内に限定してこれを行い
ます。
尚、この場合にあっては委託業者に対し、お客様情報を他の目的に使用、もしくは開示しない義務を履行させるべく対応します。

 
情報発信の停止とお客様情報の削除について
弊杜では、製品をご愛用いただいておりますお客様に、新製品やイベントの情報等を郵便や電子メールにより発信させていただくことがあり
ますが、ご不要の場合にはお客様からのお申し出により差止めさせていただきます。
お客様よりお客様情報の削除の申し出があった場合には速やかにこれを削除いたします。 
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サラウンドフォーマットライセンス認定

DTS
Dolby
Auro-3D

Altitude32はDolby Laboratoriesのライセンス下で製造されております。
“Dolby”, “dolby TrueHD”, “Dolby Atmos”, Dを重ねたシンボルはDolby Laboratoreisの登録商標であり、ライセンス通知、からのライセンス下で生産さ
れたライセンス製品に必要な商標確認となります。
Dolby Laboratories、Dolby, Doby Atmos, Dolby Surrond, DolbyのシンボルマークはDolby Laboratoriesの商標です。

Altitude32はDTS Licensing Limitedのライセンス下で製造されています。
DTS、シンボル、シンボルと組み合わせたDTS, DTS:X、DTSXロゴは米国および/またはその他の国でDTSの登録商標です。

Altitude32はAuro Technologiesのライセンス下で製造されております。Trinnov AudioはAuro Technologiesより、その技術と製品を実装する認可を受
けています。Auro-3Dおよびそれに関連するシンボルはAuro Technologiesの登録商標です。この製品に含まれる全てのマテリアルは著作権で保護され
、Auro Technologies NV、または第三者マテリアルの場合はコンテンツのオーナー、の書面による事前の許可なく複製、配信、送信、展示、出版、放送する
ことはできません。
コンテンツのコピーから商標、著作権、その他の通知を変更または削除することを禁じます。
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安全上の注意

 

 

 

 

 

1.　この取り扱い説明書を入念にお読み下さい。今後のご使用にあた
       り必要になりますので、取り扱い説明書は大切に保管してくださ
        い。

2.　すべての警告および使用上の注意には従ってください。

3.　トリノフオーディオは無断で本装置を改造することを固く
        禁じております。

4.　次の様な場所での使用は故障の原因となります。
　  . 直射日光が当たる場所
　  . 極端に高温あるいは高湿度の場所
　  . 過度に埃っぽい、あるいは汚れている場所
　  . 過剰な振動のある場所
　  . 磁場に近い場所

5.　本機を寒い環境から急に暖かい場所へ移動しますと結露が
        発生することがあります。スイッチを入れる前に本機を十分に
        室温に馴染ませてください。

6.　機器のクリーニングには必ず乾いた布をお使いください。

        液体溶剤タイプの洗剤はご使用にならないでください。。

AC電源から機器の接続を外す際には、ACコンセントから電源コードのプラグを外して下さい。

このマークは機器のエンクロージャの内部に電気ショックのリスクを引き起こす可能性のある非絶縁かつ大
きな“危険な電圧”が存在することを警告するものです。

  7.     通風孔や隙間をカバーしたり、塞いだりしないで下さい。
　　  機器の通風孔には、いかなる場合も決して物を詰め込んだ
           りしないでください。

  8.　機器の設置は取扱説明書に従って行なってください。

  9.　最大許容動作条件は以下の通りです。
          温度 (0°C- 40°C ) 、湿度 (20 - 65 %)

10.　電源コードやプラグ、コネクタおよび装置に挿さっているア
          ダプタなどに不要な負荷がかからないようにご配慮ください。

11.　損傷したヒューズを交換する場合は必ず定格通りのものに交換
          してください、

12.　雷雨の際、ないし長期間ご使用にならない場合には、機器の
          保護のため電源コードを抜いておいてください。

13.　機器のカバーは開けないでください。この機器の中にはユー
          ザーご自身で修理できる部分はございません。いかなる場合
          も修理の際は、お買い求めのディーラーまたは輸入元にお問
          合せください。

14.　AC電源は定格電圧のACコンセントに接続してください。
         適正電圧以外のACコンセントに接続してはいけません。
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1.1 説明書について 

この説明書にはAltitude32をホームシアターシステムで使用、セットアップするために必要な重要な情報が書かれています。
この説明書の構成は次の通りです。

Altitude32
概要 操作の準備 スピーカー

補正
音楽を
　　楽しむ

1.はじめに p.10~ 2.ネットワーク接続 p.20~ 3.セットアップ p.38~ 4.日常操作 p.94~

付録 高度な設定

起動～お手持ちのデバイス
での操作の方法

スピーカー設定と
キャリブレーションの手順 日常的な操作の方法製品について

1 はじめに  
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Record of Changes:  

Date Software version 

April 2015 Software version 4.0 ‒  Pre-release version 

May 2015 V4.0: Software version 4.0 .0 RC4 

July 2015  V4.0: Software version 4.0 .0 RC7 

October 2015 V4.0: Software version 4.0 .0 RC9 

February 2016 V4.0: Software version 4.0.9 RC8  

June 2016  V4.0: Software version 4.0.10  

 
 

 

 
 

 

注記  

 

重要な注記  右の記号は重要情報を示しています。

Altitude 32についての追加情報

重要な注記：本書の内容は予告なく変更する可能性があります。
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1.2 製品情報  
MAIN FEATURES  

 

 

EXCLUSIVE TECHNOLOGI ES SUPPORTED AUDIO/VIDE O FORMATS  

 

 

 

SUBWOOFER MANAGEMENT  

 
  

REMOTE MANAGEMENT  

 

 

 

 

AUDIO PROCESSING  

 

 

  

・　デジタル・オーディオ・プロセッサ
・　アコースティック3Dオーディオ再生
・　最高クラスのルームオプティマイザー
・　マルチサブウーファーマネジメント
・　アクティブクロスオーバーキャリブレーション
・　118デジタルおよびアナログ入力と80オーディオ出力
・　HDMI入力×8、HDMI出力×2

・　機能的なユーザーインターフェイス
・　内臓Wi-FiとUPnP/DLNA準拠デジタルメディアレンダリングソ
　 フトウェア
・　多種類のリモートオプション

・　特許取得のTRINNOVオリジナル2D/3D空間リマッピング
・　TRINNOVラウドスピーカー/ルームオプティマイザー
・　次世代のハードウェアプラットフォーム
　　・　革命的なアーキテクチャによるプロセッサプラットフ
　　　  ォーム
　　・　浮動小数点64ビットと24ビット/192kHzのネイティ
　　　  ブプロセッサ
　　・　DSLのアップグレードが不必要の、将来を見据えた
　　　  ソフトウェア指向のアップデート
　　・　プロ向け製品の経験を踏まえた堅牢な設計
・　厳しい要求のマスタリングスタジオで日常的に使用され
　  るTRINNOV AD/DAコンバータ

・　LPCMオーディオ：デジタルシネマサーバーと互換性のある 
　 16chのAES入力
・　3D オーディオコーデック (オプショナル): 各アップミキサーを
　 含むAuro-3D、Dolby Atmos、DTS:X
・　HD オーディオコーデック: Dolby TrueHD、DTS-HDマスター
　 オーディオ
・　4Kや3D映像のデジタルオーディオに準拠したHDMI1.4bのパ
　 ススルー（HDCP2.2：HDMI入力1、HDMI出力2）（HDMI2.0のア
　 ップグレードサポート）
・　UPnP/DLNA レンダラー: WAV, AIFF, OGG, FLAC… 24 bits / 
　 192 kHz

・　スマートフォン、タブレット、ラップトップからネットワー
　 クを介してVNCリモートコントロールが可能
・　ウェブベースインターフェイス
・　テルネットとRS232プロトコルによるオートメーション

・　クレストロン、サーヴァントモジュールの利用
・　内臓ギガバイトイーサネットとWi-Fi
・　IRリモートコントロール
・　12トリガー入力/出力

・　総合的な遅延制御コントロール
・　自動的な処理：
　　・マルチポイントアコースティック測定
　　　（Trinnov 3D測定マイク）
　　・インパルス応答測定に基づく時間/周波数音響分析
　　・ラウドスピーカー/ルームオプティマイゼーション
　　・目標曲線

・　マニュアル処理
・　すべてのチャネルで使用可能な31のバンドグラフィックEQ、
　  OR EQ、ゲイン、極性、遅延設定
・　正確なリップシンクのためのリスニングポイントと調節可能
　 なグローバルな遅延のためのメートル/ミリ秒/フレームの全  
　  遅延

・　各スピーカー、もしくはグループ化したスピーカーのハイパス/
　  ローパスの調節が可能
・　0-32までのサブウーファーをサポート
・　レベル、ディレイ、フェーズアライメントの自動調整



13 

 

 

 

1.3 システムインテグレーション

 

 
 

 

Altitude 32はスピーカーと部屋に関連した問題を修正するためにスピーカーの前に入れます。
キャリブレーションの間、スピーカーは3D音響検知器でキャリブレートされます。

スペック

シャーシ 　：　3.5U
電源　　　：　240V AC / 50-60 Hz 　※オプション 130V AC
消費電力　：　最大90W
重量　　　：　~14.5 kg
環境条件
・　動作　  ：　0℃～40℃
・　湿度  　：　20～80％
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1.4 
 

 

 

   
 

 

 

 
 

製品の開梱

製品を開梱し、同梱されております付属品をご確認ください。

Altitude32 本体

3D マイク (オプション) リモコン 電源コード Wi-Fi アンテナ CR032バッテリー

ユーザーガイド (本書) ラック取り付け用部品
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ハードウェア

1.5.1　フロントパネルレイアウト

1.5.2　フロントパネルディスプレイ

バック(戻る)ボタン

Selectボタン

Menuボタン

ヘッドフォン出力用
6.35 ジャック

Source/Item
選択ノブダイレクトソース

選択ボタンボリュームノブミュートボタンパワーボタン

出力レベル

現在のアップミックス

オーディオ同期ステータス

現在のソース

出力メーター

オプティマイザー
ステータス

オーディオフォーマット
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1.5.3　リアパネルレイアウト

XRL端子アナログ出力（16系統）

HDMI 1.4B 入力(8系統)、出力（2系統）

12V トリガー端子（入力/出力）

アナログ入力

・　3Dマイク入力専用5ピンXLR端子 ×1
・　ステレオ入力用XLR端子 ×2
・　7.1入力用RCA端子 ×1
・　ステレオ入力用RCA端子 ×3

電源

・　AC入力
・　M15Aヒューズ
・　電源スイッチ
・　RS232ポート
・　シリアルナンバー
・　Wi-Fi アンテナ接続部

アナログ出力
・　32ch DB25接続ポート ×4
・　ステレオ用RCA端子 ×1

PC接続部（以下のマザーボードの変更が行われる場合があります）

・　ビデオ出力(VGA/DVI/HDMI)
・　USB 2.0ポート×2、USB 3.0ポート×2
・　パラレルポート（使用しないでください）
・　キーボード/マウス用 PS/2ポート
・　RJ45 ギガビットイーサネット
・　オーディオポート(使用しないでください)

デジタル出力

・　AES3（8 or 16チャンネル）DB25 コネクタ ×1
・　XLR端子(ステレオAES/EBU) ×1
・　RCA端子(ステレオS/PDIF) ×1
・　トスリンク端子（ステレオS/PDIF） ×1
・　AMLイーサネットRJ45ポート ×1

デジタル入力

・　DCI仕様AES3（8 or 16チャンネル）DB25 コネクタ ×1
・　S/PDIF用RCA端子 ×4 / 7.1 PCM端子 ×1
・　S/PDIF用トスリンク端子 ×4 / 7.1 PCM端子 ×1
・　XLR端子(ステレオAES/EBU) ×2
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1.5.4　リモコン

【1-4】
ダイレクトソース選択ボタン

【SOURCE】
ソース選択

【FORMAT】
プレイバックモードの選択

【OPTIMIZER PRESETS】
プリセット選択

【MENU/BACK/ARROWS】
フロントパネルメニューのナビゲーション

【VOL +/-】
ボリュームコントロール

【LIGHT】
フロントパネルのバックライトの消灯

【DIM】
ボリュームを20 dB下げる（下げる/戻す）

【MUTE】
ミュート状態にする（ミュート/解除）
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1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザーインターフェイスと操作
Altitude32にはユーザーインターフェイスの制御と操作のために以下の３つの方法があります。

・　VNCクライアントとネットワークを用いた操作　　　　　　　　　　　　　　　　→p.19
　　VNCクライアントとネットワークを用いたデバイス（iPad、PC、タブレット等）によるグラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）
　　のリモート操作

【オプション】VNCクライアント以外のGUI操作方法　　　　　　　　　　　　　　   　　　→p.30
・　直接接続
　　本体に直接接続したモニター/キーボード/マウスによる操作
・　ウェブベースインターフェイス
　　インターネットブラウザを使用したGUIへの限定的な操作（詳細設定は一部操作不可）

注記：グラフィカルインターフェイスはソフトウェアアップデートで定期的に改善しております。

Altitude32のグラフィカルユーザーインターフェイス画面
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2 ネットワーク接続

2.1 ネットワークの選択と設定

 

 

この章では、Wi-Fiやイーサネットを使って操作デバイス（タブレット、ラップトップまたはデスクトップコンピューター）
をAltitude32に接続する方法を説明します。

Altitude32はGUIにアクセスする方法として、下記の3通りの方法があります。またGUIによる操作以外のオプション(p.30)もあります。

　　　A.　Altitude32をローカルWi-Fi ネットワークに加える
　　　B.　Altitude32をイーサネットネットワークに加える
　　　C.　使用デバイスをAltitude32のWi-Fiネットワーク（アクセスポイント）に接続する

重要な注意： Altitude32をWi-Fiネットワークに接続する場合は必ず付属のWi-Fiアンテナを装着してください。

2.2 ネットワーク接続

準備　　　:　Altitude32の起動
　　　　　　　　Altitude32を起動します。（本体、リモコン、GUIの操作はp.106 以降の”4 日常操作”をご参照ください。）

ステップ1　：　デバイスにVNC Clientアプリケーションをインストール
　　　　　　　　使用デバイスによって推奨アプリケーションが異なります。
　　　　　　┣ タブレット
　　　　　　┣ Mac PC
　　　　　　┗ Windows PC

ステップ2　：　Altitude32とデバイスを共通のネットワークに追加
　　　　　　　　上記のA～Cからネットワークを選択し、接続します。
　　　　　　┣ A.　ローカルWi-Fi ネットワークに追加　　
　　　　　　┣ B.　イーサネットネットワークに追加　　　
　　　　　　┗ C.　使用デバイスをAltitude32のWi-Fiネットワーク（アクセスポイント）に接続する　

ステップ3　：　デバイスからAltitude32に接続する
　　　　　　　　Altitude32のVNC Serverに接続するためにVNC Clientの設定を行います。
　　　　　　┣ タブレット
　　　　　　┣ Mac PC
　　　　　　┗ Windows PC

使用開始　：　Altitude32を使い始めましょう

ネットワーク接続は下記の手順に沿って行います。

　　→ p.25
　　→ p.26
　　→ p.28

　　→ p.22
　　→ p.23
　　→ p.24

　　→　p.25

　　→　p.22

　　→　p.21

→　p.20

Atitude32のファームウェアはインターネット経由でアップデートされます。
従って、できるだけインターネット接続されているローカルネットワークに接続してご使用いただくことをおすすめします。
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準備  ：  Altitude32の起動

重要な注意：パワーアンプの電源は必ずAltitude32の起動後に入れるようにして下さい。

リアパネルの主電源をオンにしてAltitude32の電源を入れてからフロントパネルのパワーボタンを押してAltitude32を起動します。

注意：システムはすぐには起動しません。起動するのに約30秒かかります。

システムの起動中は、フロントパネル画面には次のように表示されます。

Altitude32を終了するには、フロントパネルのパワーボタンを一回押します。フロントパネルの画面には次のように表示されます。

注意：シャットダウンの間に最後に使った設定を保存するため、いきなりリアパネルのメインスイッチでAC電源を
切らないで下さい。
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タブレット  ー  Mocha VNC Lite 

 

 

 

 

 

 

ステップ１ ： デバイスにVNC Clientアプリケーションをインストール

各アプリケーションストアから推奨アプリケーションのMocha VNC Liteをダウンロードしてください。

iOS デバイス（Apple iPad）
AppleのApp StoreからMocha VNC Liteをダウンロード

Androidデバイス
GoogleのPlay StoreからMocha VNC Liteをダウンロード

Windowsモバイルデバイス
Windows StoreからMocha VNC Liteをダウンロード

OS Xバージョン10.5以上の場合
Appleのシステムに導入されている、画面共有の使用が可能です。
この場合、他のアプリをダウンロードする必要はありません。

OS X バージョン10.4以下の場合
推奨アプリケーションの Chicken of the VNCをご使用ください。
ダウンロード：（www.macupdate.com）

推奨アプリケーションのTight VNCをご使用ください。
ダウンロード：（www.tightvnc.com）

注意：Tight VNCはゼロコンフィグ対応では
ないので、接続にはAltitude32のIPアドレ
スを入力する必要があります。

Mac PC  ー  画面共有 / Chicken of the VNC

Windows PC  ー  Tight VNC
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A.　Altitude 32を既存のWi-Fiネットワークに加える

 

 

 
 

 

 

 

この方法ではAltitude32とインターネットを同時に接続することができるので複数のネットワーク間の面倒な切り替えの必要がありません。
Altitude32を既存のWi-Fiネットワークに接続するには、フロントパネルメニューを使ってWi-Fi設定を変える必要があります。下記の手順に
従って設定してください。

・　フロントパネルのMenuボタンを押す

・　Source/Item選択ノブとSelectボタンで【Connection】
　  まで移動する
【メニューボタン > Setup > Network > Wi-Fi > Connection】

・　表示されたネットワークリストから接続したいWi -F i　 
　 ネットワークを選択し、  Selectボタンを押す

・　暗号化されたアクセスポイントの場合は、パスワード　 
　  を入力し、ノブでOKを選択しSelectボタンを押す

　　パスワードの入力方法

　　　　LETTER:□…文字入力

　　　　×DEL…1文字削除

　　　　<PREV…1文字前に移動

　　　　>NEXT…1文字先に移動

　　　　ＯＫ…パスワード入力終了　

　　・　LETTERを選択しSelectボタンを押す

　　・　選択ノブを回して文字を選択し、Selectボタンで入力

　　・　パスワードの入力の終了したら、選択ノブでＯＫを選択し

　　　  Selectボタンを押す

・　Wi-Fiステータスが“Link : Connected”になり、ネットワー
　  クに接続されたら次のステップ３に進みます

ステップ2  :  Altitude 32とデバイスを共通のネットワークに追加する

Altitude32をWi-Fiネットワークに接続する手順

 

 
   

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

バック(戻る)ボタン

Selectボタン

Menuボタン

Source/Item
選択ノブ
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B.　Altitude32をイーサネットネットワークに加える 

 

 

 

 

 

Altitude32のイーサネットモードの初期設定はDHCPクライアントに設定されています。
従って、ほぼ全てのネットワークにおいて自動的に検出され、ネットワーク上に設定されます。
なお、インターネットアクセスが可能なネットワークであれば、Altitude32に接続したままでインターネットの接続も維持できます。

Altitude32をローカルイーサネットネットワークに接続する手順
・　イーサネットケーブルを使ってAltitude32をルーターまたはISP Boxに接続します。
・　Altitude32のフロントパネルのSource/Item選択ノブとSelectボタンを使用して【メニューボタン>Setup/Network>Ethernet】に移動し
　  てください。
・　Altitude32がIPアドレスを持つことを確認し、Altitude32がローカルネットワークに接続されたら、次のステップ３に進みます。

上図でAltitude32はローカルホームネットワークのInternet Service Provider Box / Wi-Fiルーターにケーブルで接続されています。

注意：
-　このコンフィギュレーションはルーターにアクティブなDHCPサーバーが含まれている場合のみ可能です。
-　ISP boxの標準設定はAltitude32がTrinnov Audioのサーバーと通信しインターネット経由でソフトウェア更新が
　 できるようになっています。
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C.　使用デバイスをAltitude32のWi-Fiネットワーク（アクセスポイント）に接続する

 

 

 

 

 

 

Altitude32はそれ自身がWi-Fiアクセスポイントとして機能できるよう初期設定されています。
Altitude32アクセスポイントはAltitude-XX（そのAltitude32のシリアルナンバー）という名前でWi-Fiネットワークのリスト中に表示されます。

Altitude32にワイヤレスに接続するための手順
・　デバイスと日常的に接続しているWi-Fiネットワークの接続を切る。
・　Wi-Fiネットワークのリストから“Altitude-XX(Altitude32のナンバー)”という名前のネットワークを選択し、パスワード”calibration”を入力する。
・　デバイスがAltitude32に接続されたら、次のステップ３に進みます。

重要な注意：Altitude 32のアクセスポイントに接続されると、Altitude32のグラフィカルユーザーインターフェイスにリ
モートにアクセスできるようになりますが上の図で示すようにインターネットへのアクセスは失われます。インターネッ
トに接続する際は通常のWi-Fiネットワークに再接続する必要があります。

重要な注意：Altitude32 アクセスポイントのパスワードはcalibrationです。
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タブレット  ー  Mocha VNC Lite
 

 

 

 

 

 

 

ステップ３：デバイスからAltitude32に接続する

・　デバイスでMocha VNC Liteを起動
・　ページの左上にあるメニューから【Configure】を選択
・　【Configure】の“New... Add a configuration”を選択

・　【VNC Server】のリストの項目【VNC server address】の右横
　  の”I”アイコンをクリック

・　【Find Local workstations】の“#VNC Server on Altitude-XX”
　  を選択

・　【VNC server address】に”#VNC Server on Altitude-XX”と表示され
　  ているのを確認
・　VNCパスワードの欄にパスワード（シリアルナンバー6桁）を入力
　　例) Altitude32のVNC Serverの番号が１ケタの場合

　　パスワード　：　00000X

・　VNC Serverの設定が完了しました

・　メニューの【Connect】 から“#VNC Server on Altiutde-XX”　  
を選択

・ デバイスの画面がAltitude32のグラフィカルユーザーインタ　   
　 ーフェイスに切り替わり、Altitude32の操作が可能になります
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Mac PC  (OS Xバージョン10.5以上)  ー  画面共有

・　右図のアイコンからFinderを起動

・　【Finder】の左サイドのメニューの
　  【共有】からネットワーク一覧を確認

・　ネットワーク内の使用可能なVNCサ
　  ーバーのリストから、“VNC server on 
　  Altitude-XX”を選択

・　【画面を共有】ボタンをクリック

・　表示されたVNCパスワードの欄に
　  パスワード（シリアルナンバー6桁）
　  を入力
　　例) Altitude32のVNC Serverの番号が

　　　１ケタの場合

　　パスワード　：　00000X

・　ウィンドウの右下にある【接続】ボタ
　  ンをクリック

・　画面がAltitude32のグラフィカル
　  ユーザーインターフェイスに切り替
　  わり、Altitude32の操作が可能にな
 　 ります。
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Mac PC  (OS X バージョン10.4以下)  ー  Chicken of the VNC

・　Mac PCでChicken of the VNCを起動
・　VNC ログインウィンドウに表示される利用可能なVNC サーバーのリストから
　    “VNC server on Altitude-XX”を選択します。
　　

・　パスワード（シリアルナンバー6桁）を入力（ホストのIPアドレスは自動的に入力されています）　　
　　例) Altitude32のVNC Serverの番号が１ケタの場合

　　パスワード　：　00000X

・　ウィンドウの右下にある【接続】ボタンをクリック

・　画面がAltitude32のグラフィカルユーザーインターフェイスに切り替わり、Altitude32の操作が可能になります。



Windows PC  ー  Tight VNC

Tight VNCはゼロコンフィグクライアントではないため、Tight VNCを使用して接続するには以下のような追加のステップが必要です。

追加ステップa.　Altitude32のシリアルナンバーを控える

・　Altitude32のバックパネルにあるシリアルナンバーをご確認下さい。MADE IN FRANCEの上に6ケタのシリアルナンバーが印刷されています。
　  下の例では”123456”です。

・　この6桁のシリアルナンバーがVNCパスワードになります
　　例) Altitude32のVNC Serverの番号が１ケタの場合

　　パスワード　：　00000X

追加ステップb.　Altitude 32のIP アドレスを書きとめる

VNCクライアントがゼロコンフィグ対応でなければ、Altitude32のVNC Serverを自動的に検出できません。
Windows用Tight VNC クライアントはこれに当てはまります。この場合接続時にAltitude32のIPアドレスを入力する必要があります。

入力する必要があるIPアドレスは次の通りです
　　A.　Altitude32がローカルWi-Fi ネットワークに接続している場合
　　　　→Wi-FiインターフェイスのIPアドレス

　　B.　Altitude32をイーサネットネットワークに接続している場合
　　　　→イーサネットインターフェイスのIPアドレス

　　C.　デバイスがAltitude32のWi-Fiネットワーク（アクセスポイント）に接続している場合
　　　　→ALtitude32のWi-Fiネットワーク（アクセスポイント） IPアドレス

　　　　IPアドレスの確認方法
　　　　　フロントパネル ：　【メニューボタン>Setup>Network>Wi-Fi>AP IP】

28

IPアドレスの確認方法

フロントパネル ： 【メニューボタン>Setup>Network>Wi-Fi>IP】

IPアドレスの確認方法

フロントパネル ： 【メニューボタン>Setup>Network>Ethernet>IP】
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Tight VNCでの接続

・　WindowsコンピューターでTight VNCを起動

・　VNCクライアントの接続ウィンドウにAltitude32のIPアドレス
　 を入力（詳細は前ページを参照）

・　【Connect】をクリック

・　VNC Authenticationウィンドウにパスワード （シリアルナンバー6桁）
　  を入力　　
　　例) Altitude32のVNC Serverの番号が１ケタの場合

　　パスワード　：　00000X

・　画面がAltitude32のグラフィカルユーザーインターフェイスに切り替
　  わり、Altitude32の操作が可能になります。
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ウェブベースインターフェイス  (ブラウザからのアクセス)

Altitude32とPCが共通のネットワークの時、ウェブブラウザにIPアドレスを入力することでブラウザ経由でGUIにアクセスすることができま
す。

注意：ウェブブラウザが表示できるのはHTMLベースのユーザーインターフェイスのみになります。Altitude32
のセットアップシステムのほとんどがLinuxベースになりますのでAltitude32の日常操作はウェブブラウザで操
作可能ですが、詳細設定やスピーカーの最適化はできません。

IPアドレスの確認方法
GUIのトップメニューからご確認ください。GUIの
使用方法は次のページ以降をご参照ください。
【トップメニュー>Network>Wi-Fi or Ethernet>IP address】

直接接続  (モニター/キーボード/マウスによる操作)

Altitude32本体リアパネルに下記の接続端子がありますので、マウス等を接続ください。

・　マウス/キーボード： PS/2 またはUSBポート
・　モニター：VGA, DVI-D または HDMIポート（PCビデオ出力はマザーボードによって変更されることがあります。）

IPアドレス

【オプション】VNCクライアント以外のGUI操作方法



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1　トップメニューバー

トップメニューからAltitude32の主な機能にアクセスすることができます。

詳細設定を開きます。ソースの設定、キャリブレーション、プロセッサ設定、ネットワークセットアップなどに使用
します。機能の詳細はキャリブレーション（p.71～）をご参照ください。

日常操作に使用するサイドメニューです。レベルの調整、ソースの選択、一般的な情報の表示などを操作します。
詳細は日常操作（p.102～）をご参照ください。

Speakers/Room（スピーカー/ルーム）セットアップツールを開きます。詳細はスピーカーレイアウト（p.49～）を
ご参照ください。

微調整パネルを開きます。詳細はバスマネジメント（p.85～）をご参照ください。

プリセットのクイック選択のドロップダウンメニューを開きます。

①　②　③　④

①

②

③

④

⑤

⑤

2.3　GUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の画面説明
2.2で説明したVNCクライアントに接続すると、デバイスの画面にGUIが表示されます。
3章のセットアップでは基本的にGUIの機能を使用しますので、下記の説明をよくお読みの上セットアップにお進みください。

31

詳細設定（Advanced Setting)

サイドメニュー

スピーカー/ルームセットアップ

ファイン・チューニングパネル

プリセット
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2.3.2　メインページ
メインページは日常操作で使用します。

①　左上にあるPlayボタンをクリックするとサイドメニューバーが開きます。
②　タブを選択すると、対応したパネルが開きます。例えば、インプットソースのタブをクリックするとソースパネルが開きます。
③　日常操作としてソースの選択ができます。

①　②　　　　　  ③
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Unfold button 

 

 

Volume Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Information 

 

 

Optimizer Status  

 

 

Audio Clock 

 

 
Network Status  

2.3.3　サイドメニューを閉じる

サイドメニューバーを閉じている状態の表示は下記のようになります。

サイドメニューを開く

出力レベルを1 dB単位で上げる

現在の出力レベル

出力レベルを1 dB単位で下げる

ミュート：アウトプットをミュート状態にする

ディム：20 dBアウトプットレベルを下げます。

アイコンの上にカーソルを乗せると現在の選択ソースを表示します。

オプティマイザーの現在のステータスを表示します。
クリックでON/OFFの切り替えができます。

現在のクロックのサンプリングレートを表示します。

Wi-Fiとイーサネットネットワークの現在のステータスの表示をします。
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  IN sources 

 

 OUT channels 

 

 

 

 

2.3.4　サイドメニューを開く

サイドメニューバーを開くと、現在のセッティングの詳細が確認できます。

SRC：現在選択中のオーディオソースの名称
FMT：入力信号のオーディオフォーマット
UPMIX：アップミックスフォーマット

EQ：現在のユーザーEQ
OUT：現在のアウトプット

OPT：オプティマイザーの現在のステータスを表示

CLOCK ：現在のサンプリングレートを表示

Wi-Fi：Wi-Fiとネットワークステータス

Infos：詳細情報
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2.3.5　スピーカー/ルームセットアップツール

2.3.6　ファイン・チューニングパネル

スピーカー/ルームセットアップ専用の実用性の高いツールです。

ファイン・チューニングパネルからバスマネジメント設定とオプティマイザーセッティングにアクセスできます。
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2.3.7　詳細設定（Advanced Setting)

2.3.8　製品情報

トップメニューの詳細設定のアイコンからアクセスできます。

製品情報は、トップメニューのinfoから確認できます。

Version
Built date
Product ID
Serial
Microphone

トップメニューに戻ります

：　現在のファームウェアのバージョン
：　ファームウェアのリリース日
：　製品のユニットID番号
：　シリアルナンバー
：　測定用マイクのデフォルトの補償ファイル

機器のID番号とシリアルナンバー、ファームウェアのバージョン
情報は本体のフロントパネルディスプレイからも確認できます。
【メニューボタン>About】
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2.3.9　ソフトウェアアップデート

ソフトウェアアップデートはインターネット経由で行
われます。

【トップメニュー>Network Status>Service】

プロセッサがTrinnovサーバーに接続しているとき
ネットワークステータスは”Connected to Trinnov 
Audio Server”と表示されます。(右上図)

プロセッサがネットワークに接続されていてネット
ワークステータスが”Local Network OK”になってい
るときはTrinnovサーバーに接続できていない状態
にあります。

【トップメニュー>Info>Update】

ソフトウェアアップデートのお知らせが来たらご確認ください。

Network status
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セットアップ

Altitude32のメインの機能であるキャリブレーションの手順を本章で説明します。
説明書をよくお読みの上、操作してください。なお、セットアップは下記の手順に沿って行います。
注意 ： システムを正しく作動させるため、必ず指定された順番で指示に従って下さい。

　ステップ1　：　スピーカーセットアップ

　　・   スピーカーレイアウトの設定
　　　スピーカーレイアウトを選択し、ピンクノイズを送ってスピーカーの接続を検証します。

　　・　スピーカーアレイの指定
　　　スピーカーのアレイを設定します。

　　・　デコーダー・アップミキサー設定
　　　再生するデコーダに合わせて設定します。

ステップ2　：　キャリブレーション

　　・　メインキャリブレーション
　　  　Altitude 32の自動測定と最適化ツールを使ってスピーカーをキャリブレートします。

　　・　目標曲線の設定
　　 　ターゲット曲線を設定し、必要な周波数特性を実現します。

　　・　オプション：バスマネジメント
　　　 必要な場合は複数のスピーカーでバス管理を設定します。

　　・   オプション ： アクティブクロスオーバー
　　　1つまたは複数のスピーカーでマルチアンプリケーションが必要な際はAltitude32の
　　　　アクティブクロスオーバーを設定、キャリブレート、検証をして下さい。

　　・　オプション：マルチポイント測定
　　  　複数のリスニングポイントでキャリブレーションを行います。

　ホームシアター/オーディオを楽しむ　：　日常操作へ

3.1　セットアップ手順概要

→　p.41

→　p.63

→　p.94

→　p.90

→　p.77

→　p.82

→　p.67

→　p.53

→　p.41

→　p.50

→　p.76
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プリセット設定について

セットアップの内容はメモリープリセットに保存します。
プリセットページはトップメニューバーから【詳細設定】を選択し、【Presets】を選択します。

プリセットに保存されるパラメーター

以下の設定を保存することができます。
・　スピーカー設定
　　　-　スピーカーレイアウト
　　　-　スピーカーアレイ
・　キャリブレーション
　　　-　測定結果
　　　-　オプティマイゼーションフィルター
・　オプション：バスマネジメント設定
・　オプション：アクティブクロスオーバー設定
・　オプション：マルチポイント測定の設定
セットアップ手順の各ステップでプリセットへの保存操作を行って下さい。
設定データが失われないようプリセットへの保存を忘れないようにしてください。

 

重要な注意：
-　ソース設定以外の設定がプリセットに保存されます。
-　パラメーターの変更はプリセットに保存されなければ失われます。
-　プリセットの操作は注意して行って下さい。プリセットの上書きは確認なしで行われます。

詳細設定
Presets
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Presetsページは縦にならんだ４つのタブから構成されています。（図①）

-　Presets 1-9
-　Presets 10-19
-　Presets 20-29
-　Presets Info

各プリセットタブには次のアイテムがあります。

-　Preset name 
-　メモリースロットには以下の項目があります。
　　　・　Preset name/number
　　　・　Clear ボタン
　　　・　Saveボタン

　　　・　Lockチェックボックス
　　　・　Def(デフォルト)チェックボックス

プリセットを複製して別のメモリースロットにコピーする推奨手順
1．　プリセットを再読み込みしてコピーしたい正確な設定を呼び出す。
2．　空のプリセットのSaveボタンを使ってコピーする。

注意：
-　Builtin Presetsはロックされているので上書きできません。
-　各ソースにプリセットをリンクづけることができます。
-　プリセットはUSBにバックアップすることができます。（詳細はp.118をご参照ください）

：　Builtin Presets(初期プリセット)およびプリセット1-9
：　プリセット10-19
：　プリセット20-29
：　現在のプリセット情報を表示

：　プリセット名を入力または変更する。（図②）

：　スロットが空のときはグレー、プリセットが選択されるとブルーになります。
：　メモリーを削除します。   一度削除されると元に戻せません。
：　現在のパラメーターをメモリースロットに保存する。既に使用されているスロット
　   の場合はデータは上書きされます。
：　プリセットの保護をします。  Clear およびSaveボタンを無効化します。（図③）
：　起動後のデフォルトとしてプリセットを自動的に読み込む。（図④）

①

②Presets name

プリセットタブ

③ ④
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重要な注意：キャリブレーションでは自動プロセスにより、毎回全てのスピーカー（サブウーファーも含む）を測定しま
す。そのため、お使いの全てのスピーカーの設定を行う必要があります。

スピーカーレイアウトの設定はトップメニューバーから【スピーカー/ルームセットアップツール】にアクセスします。
【トップメニュー>スピーカー/ルームセットアップツール】

ウィンドウ右上にあるControlボックスを使って
3D ビューをナビゲートすることができます。
回転、ズームイン/ズームアウトが可能です。

Dimensionsタブを使って部屋の大きさと
スクリーンサイズを設定できます。

注意：画面中央の表示は、単に選択したレイアウトの理論的なスピーカー位置を示すものです。
オプティマイゼーションを反映したものではなく、システムのサウンドパフォーマンスとは無関係です。
スピーカーの位置ではなく、ラベルによってどのデコードチャンネルを再生するのかが決まります（2D/3Dスピーカ
ーリマッピングが作動していないとき）。

 

・　スピーカーレイアウトの設定

3.2　ステップ1 ： スピーカーセットアップ

スピーカー/ルームセットアップツール画面

トップメニューバー

① ②

スピーカー / ルームセットアップツールの画面

①　イニシャルレイアウト（一覧表p.42 ）を選択する
②　スピーカーの追加・削除
③　スピーカーの詳細設定

スピーカー/ルームセットアップツール

① ② ③

②

③

①

スピーカーのイニシャルレイアウトの選択と
スピーカーの追加・削除が行えます。
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Stereo 2.0 (L/R)  

5.1 (L/R/C/LFE/Ls/Rs)  

7.1 (L/R/C/LFE/Ls/Rs/ Lrs/Rrs)  

Dolby Atmos -  5.1.2 (5.1 + Ltm/Rtm)  

Dolby Atmos -  5.1.4 (5.1 + Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)  

Dolby Atmos -  7.1.2 (7.1 + Ltm/Rtm)  

Dolby Atmos -  7.1.4 (7.1 + Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)  

Dolby Atmos -  9.1.2 (7.1 + Lw/Rw + Ltm/Trm)  

Dolby Atmos -  9.1.4 (7.1 + Lw/Rw + Ltf/Rtf + 
Ltr/Rtr)  

 Auro-3D -  9.1 (5.1 + HL/HR + HLs/HRs)  

 Auro-3D -  10.1 (5.1 + HL/HR + HLs/HRs + T)  

 Auro-3D -  11.1 (5.1 + HL/HR + HC + HLs/HRs + T)  

 Auro-3D -  11.1 (7+4) (7.1 + HL/HR + HLs/HRs)  

 Auro-3D -  13.1 (7.1 + HL/HR + HC + HLs/HRs + T)  

DTS:X -  5.1.2 (5.1 + Lh/Rh)  

DTS:X -  5.1.4 (5.1 + Lh/Rh + Lhr/Rhr)  

DTS:X -  7.1.2 (7.1 + Lh/Rh)  

 DTS:X -  7.1.4 Heights (7.1 + Lh/Rh + Lhr/Rhr)  

 DTS:X -  7.1.4 Tops (7.1 + Ltf/Rtf + Ltr/Rtr)  

 

 

利用できるイニシャルレイアウト
次のレイアウトテンプレートから自分のコンフィギュレーションにできるだけ近いイニシャルレイアウトを選択し、
必要であればスピーカーの追加・削除を行ってください。

注意：スピーカー推奨についての詳細情報は本書の付録またはDolby, DTS, Auro-3D推奨をご参照下さい。

ステレオおよびサラウンドレイアウト Dolby Atmos レイアウト

Auro-3D レイアウト DTS:X レイアウト

Trinnovハイブリッドレイアウト

Dolby, DTS, Auro-3Dのテンプレートの他にも、Trinnovの設計したハイブリッドレイアウトがあります。
これらのレイアウトはサラウンド7.1を基にして、いろいろなサラウンドフォーマットやDolby Atmos, DTS:X, Auro-3D のような3D 
フォーマットに対応するスピーカーを追加したものです。
このレイアウトを変更し、Dolby Atmosの最大のコンフィギュレーションに対応させることも可能です。

・
・
・

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

16 スピーカーレイアウト

20 スピーカーレイアウト

32 スピーカーレイアウト

Trinnov 9.1.6レイアウト(7.1 + Lw/Rw + Ltf/Rtf + Ltr/Rtr + Hc + T)
　・　8スピーカー (7 フルレンジスピーカー + 1 サブウーファー)
　・　6追加スピーカー
　　　・　2 サラウンドスピーカー
　　　・　4 ハイスピーカー
　・　1 追加センターハイスピーカー
　・　1 追加天井スピーカー 

　　　　　　　　　：　7.1 サラウンドレイアウト
：　Dolby Atmos フォーマットベース
：　Lw & Rw (Left wide & Right wide)
：　Ltf & Rtf (Left & Right top front) and Ltr & Rtr (Left & Right top rear)
：　HC- (Auro 3D ) or Ch (D TS:X)センタートップフロントチャンネル向け
：　T- (Auro3D ) or Oh (DT S:X)　トップチャンネル向け

Trinnov 11.1.8 レイアウト(Trinnov 9.1.6 + Ltm/Rtm + Lc/Rc)
　・　Trinnov 9.1.6 レイアウト構成
　・　2 追加トップミドルチャンネル
　・　2 追加スクリーン裏スピーカー

Trinnov 21.1.10 (Trinnov 11.1.8 + Lsc/Rsc + Ls1/Rs1 + Ls2/Rs2 + Lrs1/Rrs1 + Lcs/Rcs)
　・　Trinnov 11.1.8 レイアウト構成
　・　2 追加スクリーン裏スピーカー
　・　4 追加サラウンドスピーカー 
　・　2 追加リアサラウンドスピーカー
　・　2 追加センターサラウンドスピーカー

：　7.1 + Lw/Rw + Ltf/Rtf + Ltr/Rtr + Hc + T
：　Ltm/Rtm （Dolby Atmos and DTS:X フォーマット）
：　Lc/Rc （Dolby Atmos and DTS:X fファーマット）

：　7.1 + Lw/Rw + Ltf/Rtf + Ltr/Rtr + Hc + T + Ltm/Rtm + Lc/Rc
：　Lsc/Rsc （Dolby Atmos format）
：　Ls1/Rs1 、 Ls2/Rs2 （Dolby Atmos and DTS:X フォーマット）
：　Lrs1/Rrs1 （Dolby Atmosフォーマット）
：　Lcs/Rcs （Dolby Atmos フォーマット）
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①　イニシャルレイアウトを選択する
自分のスピーカーレイアウトに最も近いイニシャルレイアウトを選んでスタートし、スピーカーを追加・削除することをお勧めします。
なお、一から新たにスピーカーコンフィギュレーションを作成することも可能です。

イニシャルレイアウトの選択方法
　　・　スピーカールームセットアップツールへ行ってInitial Layoutドロップダウンリストをクリックします。
　　・　自分のスピーカーシステムに最も近いレイアウトテンプレートを選択します。前ページの一覧表をご参照ください。
　　　　　　　　　

ご希望のシステムがリストになければ、小さいシステムを選んでスピーカーを追加することができます。または大きいシステムから余分なスピ
ーカーを削除することも可能です。

重要な注意：再生するオーディオフォーマットによっては1つのスピーカーで複数のチャンネルを再生することもできま
す。Altitude32のスピーカーコンフィギュレーションはオーディオシステムの増幅チャンネルの数と同じだけ必要になり
ます。

注意：スピーカー/ルームセットアップツールのAltitude32のコンフィギュレーションで使える出力の合計以上のスピー
カーを表示することはできません。Altitude32には16ch、24ch、32chの機種があります。例えば、16chのAltitude32なら
ばSpeaker/Room setup toolは16台までスピーカーを表示します。
各フォーマットのチャンネル割り当てについてはこの後のステップの中で説明します。
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スピーカーの追加

スピーカーの追加方法
　①　Add Speakerボタンをクリックする（右図）
　②　From Layoutドロップダウンリストからスピーカーを追加したいスピーカー
　　    テンプレートを選択します。（下図）
　③　選択したスピーカーレイアウトにある全てのスピーカーがグレーで表示され　
　　　ます。
　④　追加したいスピーカーをクリックすると、黄色で表示されます。
　⑤　Speaker positionドロップダウンリストの横にあるAddボタンをクリックします。
　　    さらにスピーカーを追加するにはこのプロセスを繰り返します。

必要な場合はスピーカーを追加し、システムに合ったコンフィギュレーションを構築します。

①Add Speaker ボタン

②From Layoutドロップダウンリスト
テンプレートを選択（図ではAuro 3Dを選択）

③選択したテンプレートのスピーカーレイアウト
　　　　　　　　　　　　　　　　が表示される（例：Auro 3D）

⑤Addボタン
図からスピーカーを選択しAddを押す

④必要なスピーカーを図から選択
　　　　　　　　　　（クリックで選択すると黄色表示されます）
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スピーカーの削除

1つまたは複数のスピーカー（サブウーファーを含め）を削除する方法
　・　削除したいスピーカーを3Dマップもしくはリストから選択し、クリックすると黄色
　　 で表示されます。
　・　Remove Speakerボタンをクリックします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サブウーファーの追加方法　　　　　　 
　・　Add Speakerボタンをクリックします。
　・　Speaker positionドロップダウンリストの下にあるAdd Subボタンを
　　  クリックします。

注意：Add　Subボタンはフォーマットに関係なくサブウーファーを追加します。表示されたサブウーファーの位置は
音に影響しません。

重要な注意：リストの最後のスピーカーはドルビー対応スピーカーを起動します。ドルビー対応ス

ピーカーは浸漬効果を強化するフィルタが付属しており、オプティマイザは、ドルビー対応スピーカ

ーのフィルタの音響特性を維持します。

注意：ドルビー対応フィルターは仰角スピーカーを使用し、この場合両方のドルビー対応スピーカ

ーが使用されるので、複数の競合が発生します。

このときサイドパネルに表示が出ます。

 

 

 

 
 

 

 

 

 

注意：Left/Rightスピーカーの追加を選択すると、自動的に左
右対称のスピーカーの追加を提案します。
各デコーダーの推奨の整合性を維持するのに有効です。

重要な注意：デコーダーが対応していないコンフィギュレーションもあります。その場合、赤い警告がサイド
パネル上に表示され、関連するスピーカーが赤で示されます。
スピーカーの必要条件に関する情報はサイドパネルに表示されます。
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次の方法でスピーカーを選択できます。
　・　3D ビューでスピーカーをクリックする
　・　表の見出しにある対応するチャンネルの番号/名前をクリックする
　・　表の中の行をクリックする

現在選択されているスピーカーは3Dビューでは黄色で表示されます。

 

 チャンネルマッピング スピーカの名称 

スピーカーの
追加と削除  

マルチ増幅  出力チャンネル 

ピンクノイズ

:　次ページ以降参照
:　次ページ以降参照
:　スピーカー/ドライバーに使用する出力を指定する
:　指定された出力で-20dBFSピンクノイズを再生し、スピーカー
　  接続の検証を行う P.48~

各スピーカーの設定

スピーカー/ルームセットアップツールの下部にあるスピーカーリストから次の操作を行うことができます。

　各スピーカーで可能な設定は次の通りです。
　・　Dolby, Dolby Atmos, Auro 3D, DTS, DTS:Xチャンネルマッピング 
　・　マルチ増幅(Amplification)
　・　出力チャンネルの設定
　・　ピンクノイズ

　・　オプション：アクティブクロスオーバーのスピーカー設定
　・　オプション：Dolby, Dolby Atmos, Auro 3D, DTS, DTS:Xチャンネルの手動の割り当て

Small Viewボタンを押すと3D ビューを小さくしてスピーカーコンフィギュレーション表が拡大します。
全てのスピーカーは次のように設定できます。

スピーカーリスト
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オプション ： アクティブクロスオーバーのスピーカー設定

Altitude32のアクティブクロスオーバーを使う場合、スピーカーリストのマルチ増幅の列から設定します。

-　マルチ増幅(Amplification)
-　Low freq cut-off
　　　　　・　Bi-amp
　　　　　・　Tri-amp
　　　　　・　Quadri-amp

注意：
・　4ウェイアクティブクロスオーバーまで対応
・　デフォルトのクロスオーバーフィルターはLinkwitz Riley 4th order (24dB/Oct)
・　高度なクロスオーバー設定はSetup/Active Xoversページでできます。アクティブクロスオーバーについての詳細
　 はp.をご参照ください。

オプション ： Dolby, Dolby Atmos, DTS, DTS:X, Auro-3Dのチャンネルの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各スピーカー手動での割り当て

最新のオーディオフォーマット（Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X）はチャンネル名(ラベル)と推奨スピーカー配置が異なります。そのため、設定によっ
てはフォーマットに対応できず、コンテンツの適切な再生が困難な場合があります。

Altitude32ではデコードするフォーマットに関わらずコンテンツが再生できるよう、スピーカーをチャンネルに割り当てることができます。

下の例では、１つのスピーカーをAuro Technologiesの”Top”スピーカー推奨として設定しAuro 3D Top channel (“voice of god”)のコンテンツ
を再生するようになっています。このチャンネルはDTS:XではOhチャンネルとして存在しますがDolby Atmosには存在しません。
そのためこのスピーカーはネイティブDolby Atmosフォーマットの再生では使用されないことになります。

：　マルチアンプにおける分割ウェイ数の選択 （bi-amp, tri-amp, quadri-amp）
：　クロスオーバー周波数の設定
：　デフォルト設定　2kHz
：　デフォルト設定　200Hz、2kH
：　デフォルト設定　200Hz、2kHz、20kHz

Atmos　Dolby　Auro3D　DTS：X　DTS
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下の例ではAltitude32は最初Atmos speakerとして指定されているLeft top front (Ltf)チャンネルはAuro3DコンテンツではHeight Left(HL)
チャンネルを再生するように自動的に割り当てられています。

注意：各フォーマットのチャンネル名とスピーカー位置は本書の付録にあります。

注意：スピーカーアレイを設定するには、p.64をご参照下さい。

ピンクノイズによるスピーカーの接続の検証

各スピーカーの詳細設定が完了後、正しく接続されているか検証しエラーがあれば修正を行います。

重要な注意：この手順はAltitude32からスピーカーへのルーティングが正しく行われることを検証するものです。新しい
ソースをAltitude32に接続したら、そのソースからAltitude32へ正しくルーティングされていることを検証することをお
勧めします。

各スピーカーのルーティングを検証する方法
　・　3Dビューでのクリック（またはスピーカーの表で対応する行を選択）してスピーカーを選択する
　・　Pink Noiseアイコンをクリックする
　・　ピンクノイズが再生されているスピーカーを見つける
　・　再生しているスピーカーがAltitude 32のSpeaker/Room setup toolで選択したチャンネルと一致することを検証する
　・　一致していなければ、割り当てられた出力を変更してスピーカーのルーティングを修正する
　　　（【Out】のドロップダウンリストから正しい出力ナンバーを選択し変更）

Atmos　Dolby　Auro3D　DTS：X　DTS

機器の接続
・　スピーカーリストの【Out】欄をご確認ください。
・　スピーカーレイアウトを設定すると、出力ナンバーが自動で割り当てられます。
・　表示された出力ナンバーに合わせて（スピーカーに接続した）パワーアンプを接続してください。
・　次のステップで正しく接続されているか確認します。

Out Pink noise
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重要な注意：ピンクノイズの再生にはAltitude32を外部（スレーブ）または内部（マスター）でオーディオクロックと
同期する必要があります。クロック信号がなくデジタルソースが選択されているとピンクノイズを発生させること
ができません。その場合はアナログソースを選択してください。

プリセットの保存

スピーカーレイアウトの設定を保存して下さい。

①　【詳細設定>Presets】にアクセス
②　保存したいプリセットの “Save” ボタンを押す

①

②
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・　スピーカーアレイの設定

最新の3Dオーディオフォーマットのリリース、そしてコンテンツの対応が進んでいますが、各フォーマットによってスピーカー数も有効な設
定条件が異なるという問題点があります。これを解消するためにスピーカーのアレイの設定を行います。　　　　

スピーカーアレイ設定の概要

アレイの設定はスピーカー/ルームセットアップツールのスピーカーリストを使用します。（p.46）
下記の説明の通り、該当するスピーカーが使うチャンネルを個別に指定します。複数のスピーカーに同じチャンネルを割り当てることができます。

スピーカー/ルームセットアップツールでは、各デコーダーのレイアウトの詳細が縦5列に表示されています。
　・　Atmos
　・　Dolby
　・　Auro 3D
　・　DTS:X
　・　DTS

スピーカーレイアウトを指定方法
各スピーカーのドロップダウンメニューから、各デコーダの再生チャンネルを選択して下さい。

重要な注意：　DTS:Xは11チャンネルに限られていますが、アレイを使用して11チャンネルを複製すれば11以上の
スピーカーを使用することができます。

：　ネイティブDolby AtmosコンテンツとDolby Surround Upmixerのレイアウト
：　レガシーDolby コンテンツのレイアウト
：　ネイティブAuro 3DコンテンツとAuro 3D Upmixierのレイアウト
：　ネイティブDTS:XコンテンツとNeural:X Upmixerのレイアウト
：　レガシーDTSのレイアウト
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スピーカーアレイ設定の例

スピーカーアレイ設定の例です。

上の例で、【Left Wide】と【Right Wide】スピーカーに注目して下さい。
・　Dolby Atmos コンテンツ　
・　Dolby Legacyコンテンツ　
・　Auro 3Dコンテンツ　
・　DTS:Xコンテンツ　
・　DTS Legacyコンテンツ　

ゲインの調整
スピーカーのアレイを作成する場合、デコーダによって各スピーカーのゲイン調整の必要がある場合があります。
スピーカーごとのゲイン調整、あるいは複数のスピーカーグループにゲイン修正を適用することができます。

スピーカーのゲインコントロールパネルにアクセスするには、スピーカー/ルームセットアップツ
ールでSet Gainボタンをクリックします。ゲインコントロールが表示されます。

：　コーデックに含まれるためLw/Rwの再生が可能
：　Lw/Rwの設定を持たないため、Ls/Rsに割り当て　（Ls/Rsをそれぞれ2組のスピーカーで再生）
：　Lw/Rwの設定を持たないため、Ls/Rsに割り当て　（Ls/Rsをそれぞれ2組のスピーカーで再生）
：　Lw/Rwの設定を持たないため、Lss/Rssに割り当て　（Lss/Rssをそれぞれ2組のスピーカーで再生）
：　Lw/Rwの設定を持たないため、Lss/Rssに割り当て　（Lss/Rssをそれぞれ2組のスピーカーで再生）

※Lss/Rss ： サラウンド・サイド　
　Coh　   ： センターオーバーヘッド
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下のスクリーンはSet Gainコントロールパネルです。
+と-ボタンを使ってゲインを1dB刻みで調節します。値をクリックしてマニュアルでゲインを入力することも可能です。

選択した行のスピーカーは左上のコントロールパネルから同時に変更することができます。
-1dBまたは+1dBボタンを使うか、またはDirect inputと数字キーボードを使ってゲインをしてください。
Resetボタンでデフォルト値0dBにリセットできます。
Clear selectionは変更した値は変えずに全てのスピーカーの選択を解除します。

プリセットの保存

スピーカーアレイの設定をプリセットに保存してください。

 

 
重要な注意：高いゲイン値はスピーカーにダメージを与えますのでご注意ください。

①　【詳細設定>Presets】にアクセス
②　保存したいプリセットの “Save” ボタンを押す

①

②



53 

 

 

 

 

    

 

   

  

   

 

    

 

 

 

 

・デコーダー/アップミキサー設定

Altitude32は次のようなデコーダーを使用して各種のサラウンドやステレオ再生を楽しむことができます。
3Dコーデックオプションにより、ステレオまたはマルチチャンネルコンテンツ（5.1/7.1）をフル3Dサラウンドに拡張し、設定したスピーカー
をフルに使用して再生することができます。これがアップミックスです。      

対応デコーダー/アップミキサー
Altitude 32には多くのサラウンドフォーマットおよび3D デコーダーが実装されています。

Dolby サラウンドデコーダー

Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby True DH

DTS サラウンドデコーダー　

DTS Digital Surround
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio

3Dデコーダー

Dolby Atmos
DTS:X
Auro-3D

Altitude32は次の3Dサラウンドアップミキサーにも対応します。

Dolby Surround
DTS Neural:X
Auro-Matic

注意：一部のスピーカーは全てのデコーダーに対応しているわけではありません。この場合、他のデコーダーは機能し
ません。例えば、トップスピーカーはDolby Atmosに対応していません。そのためDTS:XやAuro3Dコンテンツのみ再生
します。それぞれのアップミキサーを使用する場合も同様です。
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リスニングフォーマット

トップメニューのソースのタブにあるリスニングフォーマットドロップダウンメニューから選択できます。

-　Auto

-　Dolby Surround

-　Neural:X

-　Auro-3D 
-　Native
-　Upmix on Native
-　Legacy
-　Custom

注意：デコードするフォーマットによって、上記のリスニングフォーマットは動作が異なります。ソースフォーマットと各リ
スニングフォーマットの動作の相関を示す次の表を注意深くお読みください。

： コード化された受信コンテンツが対応するア 
   ップミキサーで再生される。
： 受信コンテンツがDolby Surroundアップミ
   キサーを使って再生される。
： 受信コンテンツがDTS Neural:X アップミキサ
　ーを使って再生される。

： 受信コンテンツがAuro-3Dアップミキサーを使って再生される。
： 受信コンテンツが変更されずそのまま再生される。
： 受信コンテンツは対応するアップミキサーを使いLegacyスピーカーレイアウトで再生される（Dolby または DTS 列）。
： このリスニングフォーマットはコンテンツの”ベッド（サラウンド） “配置（5.1または7.1）だけで再生し、3D配置は無視します。
： このモードは手動で選択することができず、デコーダー設定を変更すると自動的に選択される。
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Source format  
 
 

Upmix mode 

PCM Dolby (DD, DD+, TrueHD) Native 
Dolby Atmos 

DTS 
(Legacy, HD Master 

Audio) 
DTS:X Native 

Auro-3D 

Auto 

None (No Upmix) | 
Layout used : 
selected in Decoder 
General settings 

Dolby Surround 
Upmixer | Layout Used 
: Atmos 

Native Dolby Atmos
| Layout Used : Atmos 

Neural:X Upmixer | 
Layout Used : 
DTS:X 

Native DTS:X | 
Layout Used : 
DTS:X 

Native Auro-3D (3) | 
Layout Used: Auro-3D 

Dolby Surround 

Dolby Surround 
Upmixer (1)  |  
Layout Used : 
Atmos 

Dolby Surround 
Upmixer | Layout Used 
: Atmos 

Native Dolby Atmos  
| Layout Used : Atmos 

Dolby Surround 
Upmixer | Layout 
Used : Atmos 

Native DTS:X | 
Layout Used : 
DTS:X 

Dolby Surround 
Upmixer | Layout Used 
: Atmos 

Neural:X 
Neural:X Upmixer | 
Layout Used : 
DTS:X 

Neural:X Upmixer | 
Layout Used : DTS:X 

Native Dolby Atmos 
Upmixer | Layout Used 
: Atmos 

Neural:X Upmixer | 
Layout Used : 
DTS:X 

Native DTS:X | 
Layout Used : 
DTS:X 

Neural:X Upmixer | 
Layout Used : DTS:X 

Auro-3D 

Auro-3D Uomixer 
(1) | Layout Used : 

Auro-3D 

Auro-3D Upmixer | 
Layout Used : Auro-3D 

Native Dolby Atmos 
Upmixer | Layout Used 
: Atmos 

Auro-3D Upmixer | 
Layout Used : Auro-
3D 

Native DTS:X | 
Layout Used : 
DTS:X 

Native Auro-3D | 
Layout Used: Auro-3D 

Native 

None (No Upmix) | 
Layout used : 
selected in Decoder 
General settings 

None (No Upmix) | 
Layout Used : Dolby 

Native Dolby Atmos 
Upmixer | Layout Used 
: Atmos 

None (No Upmix)  | 
Layout Used : DTS) 

Native DTS:X | 
Layout Used : 
DTS:X 

Native Auro-3D | 
Layout Used: Auro-3D 

Upmix on Native 

Upmix following the 
default PCM layout 
in the Decoder 
General settings 

Dolby Surround 
Upmixer | Layout Used 
: Dolby 

Native Dolby Atmos 
Upmixer | Layout Used 
: Atmos 

Neural:X Upmixer | 
Layout Used : DTS 

Native DTS:X | 
Layout Used : 
DTS:X 

Native Auro-3D | 
Layout Used: Auro-3D 

Legacy 

None (No Upmix)  | 
Layout used : 
selected in Decoder 
General settings 

None (No Upmix) | 
Layout Used: Dolby 

Bed (Original 7.1)  | 
Layout Used : Dolby 

None (No Upmix) (2)  
| Layout Used : DTS 

Bed (Original 7.1)  | 
Layout Used : DTS 

Bed (Original 7.1)  | 
Layout Used : Auro-3D 
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既知の問題点

　ステレオPCMソースの潜在的問題
HDMI出力が2ではなく7.1チャンネルとなっているBlue-rayプレーヤーでは、サラウンドとリアチャンネルがアップミックスされません。この
減少が生じた際はBlue-rayプレーヤーを2チャンネル再生に設定して下さい。

　7.1マテリアルの潜在的問題
Legacy　Upmixモードでは、DTSデコーダの“チャンネルリマッピング”オプションは”オフ”に設定されます。デコーダーはLssとRssチャンネ
ルを設定するためLsとRsの設定がされない場合があります。　”チャンネルリマッピング“をAutoに設定しNativeの使用を推奨しております。

　Auro-3Dコンテンツの潜在的問題
Auro-3DはAutoでは検出できない可能性があります。その場合、Bedフォーマットのアップミキサーが使用されます。Auro-3D PCM素材では
、使われるアップミキサーはDecoders General Settingで選択されているPCMデフォルトレイアウトによって決定されます。このような場合、
Auro-3Dを選ぶとNative Auro-3Dコンテンツを再生します。

　CPU LOAD
アップミキサーはCPUの容量をかなり必要とします。特にチャンネル数が多く96kHzの再生の場合、CPUをかなり使用しますのでご留意くだ
さい。将来的にソフトウェアアップデートで改善される予定です。更新されるまでの間、Loudspeaker/Room最適化パラメーターのCPU使用
率を下げる設定についてはTrinnov Audioにご相談下さい。

　Auro-Matic
アップミキサーは96kHz以上のサンプリングレートには対応していません。

　Neural
アップミキサーは48kHz以上のサンプリングレートには対応していません。

・以下の重要な注意事項をご参照ください。
サラウンドアップミキサーについての詳細は、Trinnovのサポートチームにご連絡下さい。

 

重要な注意：自動もしくはネイティブリスニングフォーマットでAuro-3Dコンテンツの検出や入力でのデコードが正し
くされない場合があります。この状況では、唯一の5.1または7.1コンテンツが考えられます。
その場合は完全なAURO-3Dの復号化を確実にするためにAURO-3Dでのリスニング形式を設定してください。この動
作は、将来的にソフトウェアリリースで解決されます。
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フロントパネルからの設定方法

リスニングフォーマット選択

デコーダー設定

フロントパネルから【メニューボタン>Listening Format】に移動します。

選択ノブを回し、リスニングフォーマットを選択してSelectボタンを押してください。
現在のファーマットは下線付きで表示されます。

フロントパネルから【メニューボタン>Setup>Decoders】に移動します。

選択ノブを回し、デコーダーをを選択してSelectボタンを押してください。
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GUIからの設定方法

リスニングフォーマット選択

サラウンドアップミキサーを起動する方法
1．　サイドメニューの【IN　source】をクリックしSources
ページに行きます。

2．　Sourcesページの下部にあるDecodersのドロップダ
ウンリストからリスニングフォーマットを選択してくださ
い。

デコーダー設定

Dolby, DTS, Auro-3Dデコーダーのデコーダーパラメ
ーターを設定する方法

1．　サイドメニューの【IN source】をクリックしSources
ページに行きます。

2．　SourcesページでDecodersセクションのManage
ボタンをクリックするとデコーダー設定にアクセスでき
ます。
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デコーダー設定

以下のようなさまざまなデコーダー設定ができます。

一般設定

Generalというタブでは、デコーダーに直接関係しないデコーディング機能をコンフィギュアする各種設定ができます。

・　Autoswitch format
自動的にデコーダーの入力フォーマットに切り替えます。3Dリマッピングと組み合わせ、推奨位置にバーチャルなスピーカー配置を行うイ
マ―ジョン環境を提供します。
この設定が有効になっていない場合、詳細設定のSetup/Sourceメニューから適当なソースフォーマットをマニュアルで選択する必要があり
ます。

・　Default PCM Upmixer
PCMフォーマットはデコーダーがないので、スピーカーレイアウトは割り当てできません。
この設定にした場合、受信するPCMコンテンツに対しデフォルトのレイアウトとアップミキサーを適用します。
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Dolbyデコーダー設定

-　Surround Upmixer
-　Enable center spread

-　TrueHD Loudness Management
　　○　DRC Settings 
　　　　　　・　Auto　   　 　:　自動DRC低域増幅と高域のカット
　　　　　　・　Enabled　 　 :　ダイナミックレンジコントロール管理の有効化
　　　　　　・　Disabled　 　:　ダイナミックレンジコントロール管理の無効化
　　○　DRC Low-Level Boost :　低域の増幅値
　　○　DRC High-Level Cut　:　高域のカット値

-　Legacy decode

:　Dolby サラウンドアップミキサーのオンオフ切替
:　センターチャンネルを左右のスピーカーに広げ、より広いサウンドステージを作ります。音楽コンテンツの
　 再生に推奨します。
:　入ってくる信号のメタデータにあるラウドネス管理情報を使用します。

:　受信するDolby Atmostコンテンツからレガシーコンテンツ（5.1または7.1）を抽出します。
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DTS:X デコーダー設定

-　Neural:X Upmixer Bypass
-　Direct Mode

-　UHD Enable

-　DRC%
-　Dialog norm
-　LFE in stereo
-　Disable downmix
-　Audio description
-　Channel remapping
　　　　　○　None
　　　　　○　Auto
　　　　　○　Auto on DTS confgs
　　　　　○　2.0　－　7.1設定

-　Solo stream　　　 
-　Interactive Object:

：　Neural:Xアップミックスを無効化します。
：　コンテンツクリエーターに要求にできるだけ応えるようにオーディオを抽出、再生します。高い位置の再
　  生に関しては、元のスピーカー配置をできるだけ維持する傾向にあります。
：　3Dオブジェクトについてのレンダリングの有効化。この機能が無効のときは、デコーダーは耳の高さのス
　  ピーカーだけで再生します。
：　ダイナミックレンジコントロールの割合の設定。
：　受信メタデータを使用したセンターチャンネルのレベルの調節。
：　LFEをサブウーファーのペアへ送信。
：　サラウンドフォーマットのダウンミックスの無効化。
：　視覚障害者のための視覚説明トラックを起動。
：　この設定はサラウンドフォーマットだけに適用します。
：　チャンネルリマッピングの無効化。
：　受信するチャンネルをスピーカーシステムに合わせる、自動チャンネルリマッピングを適用。
：　受信するチャンネルをスピーカーシステムに合わせる、自動チャンネルリマッピングを適用。（DTS設定）
：　特定のスピーカーコンフィギュレーションでの再生の強制。例えば受信するチャンネルに関わらず7.1で
　  再生するように設定します。
：　PrimaryまたはSecondary solo streamを有効化します。
：　インタラクティブオブジェクトを持っているコンテンツを再生する場合、スライダーでインタラクティブオ
　  ブジェクトの音量調節ができます。インタラクティブオブジェクトの接続がない場合、スライダーは無効で
　  す。 （インタラクティブオブジェクトは通常、ダイアログが目的のため、ダイアログのレベルの調整が可
　  能です。）
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Auro-3Dデコーダー設定

-　Decoder bypass
-　Listening mode
　　　　　○　Auro-3D

　　　　　○　Surround

　　　　　○　Stereo
-　Auro-matic Bypass
-　Auro-matic Preset
-　Auro-matic Strength

：　Auro-3Dデコーダーバイパスの有効化

：　強制的にAuro-3D スピーカーレイアウトで再生。受信するサラウンドコンテンツをAuro-3Dフォーマットにアップミッ 
　  クスします。
：　強制的にサラウンドスピーカーレイアウトで再生。受信するステレオコンテンツをサラウンドフォーマットにアップミ 
　  ックスし、受信するAuro-3Dコンテンツはサラウンドフォーマットにダウンミックスします。
：　強制的にステレオで再生。サラウンドコンテンツを受信した場合、ステレオフォーマットにダウンミックスします。
：　Auro-maticアップミキサーのオンオフ切替
：　Auro-maticアップミキサーの設定を選択
：　Auro-matic アップミキサーの強度を設定
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3.3　ステップ2 : キャリブレーション

Altitude 32 では、スピーカーから出力されるテスト信号を独自の３Dマイクロフォンを使用して測定いたします。
３Dマイクロフォンは正四面体状に配置された４つのマイクロフォンで構成されており、これらを通じて音響を立体的に
計測することにより、周波数特性のみならず時間軸特性までをもキャリブレーションすることを可能にしています。

はじめに

キャリブレーションに使用する３Dマイクロフォンの目的は、リスニングルーム内でのスピーカの周波数特性と
リスニングルーム内のレイアウトを測定することです。
各スピーカに対して、キャリブレーションのために以下の情報を集めます。
・　３次元的な位置情報
・　振幅特性（周波数特性）
・　位相特性
マイクロフォンの電源について
9V PP3 LR61バッテリーを使用します。
正面の赤色 LED がバッテリ容量を示します。スイッチをオンにしても LED が点灯しない場合は電池を交換してください。
バッテリー交換はマイクロフォン底部の３個のネジを外します。

マイクロフォンケーブルの Altitude 32 への接続

ANALOG BAL １、２（ステレオ入力用XLR端子）に接続（図 赤枠）

３Dマイクロフォン
底面部

マイクスタンド用
ネジ穴

三脚用ネジ穴

3Dマイクロフォン

LED側正面

4XLRマイクの接続端子の順番

リアパネル ①②③④
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キャリブレーションにおける注意点

ミュートボタン

メイン・キャリブレーションの注意点

フィードバック・ループの回避
・　キャリブレーション行なう前に必ず Mute ボタンを押して Altitude 32 をミュートにしてください。
　  出力のミュートはキャリブレーション信号に影響しません。
・　マイクロフォンとスピーカ間のループを防ぐために、マイクロフォンはキャリブレーションを行う直前に
　  電源オンにしてください。また、測定を終えたらすぐに電源をオフにしてください。

ミュートがされていないと、信号がループを生じハウリングを起こし、機器にダメージを与える危険がありますのでご注意ください。

キャリブレーション中の警告メッセージの回避
・　サブウーファの内蔵フィルタを無効にしてください。帯域が狭いと測定を妨害します。
・　危険なレベル・ジャンプを避けるためキャリブレーションの前にアンプ/動作スピーカ間のレベルを調
　  整してください。（パワーアンプの出力に注意してください）

GUI画面 サイドメニューバー
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マイク位置の推奨条件

測定環境の必要条件

確実な測定を行うため次の注意事項をお守りください。

・　スピーカーとマイクの間に障害物がないことをご確認ください。
・　マイクの近くに高反射のものがないことをご確認ください。（レザーソファー、ガラステーブル）
・　測定中はバックグラウンドノイズがないことをご確認ください。（エアコン、開け放した窓、等）
・　キャリブレーション中は何も動かさないようご注意ください。（スピーカーの位置特定が妨害されます）

リファレンス測定位置

Altitude32はシングルポイントでもマルチポイントでもキャリブレーションが可能です。（マルチポイント測定はp.90をご参照ください。）
リファレンス測定位置はオプティマイザーが以下の測定を行うための基準となるので、注意深く設定してください。

・　クロスオーバードライバーアラインメント
・　ラウドスピーカー3D位置特定
・　ラウドスピーカー2D/3D　リマッピング
・　ラウドスピーカーの相対的なディレイ/レベルアラインメント
・　マスターディレイ/レベル計算

リファレンス測定位置のためのマイクの位置と向き

キャリブレーションのマイクを置く位置はリスニング位置の高さはリスナーの耳を基準として下さい。
赤いLEDがついているのがマイクのフロントです。赤いLEDはサウンドステージの前面、センタースピーカーに向けて下さい。

キャリブレーションプロセスの間マイクはマイクスタンドまたはカメラスタンドにネジで固定して下さい。

フロントのLEDはスピーカーセット
の中心に向けます
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正しくキャリブレーションを行うために下記の内容をよくご確認の上、操作を行ってください。

スタート前のチェックリスト

キャリブレーションプロセスを始める前に次のチェックリストの内容を確認してください。

・　VNCクライアントに接続しており、GUIから【トップメニュー>詳細設定】にアクセスできる。下図をご参照ください。
・　スピーカー/ルームセットアップツールでスピーカーレイアウト（マルチアンプスピーカーも含め）を指定した。
・　スピーカー/ルームセットアップツールでピンクノイズを送り、ルーティングの検証をした。
・　全てのスピーカー（サブウーファーを含む）が最終的な位置と向きで設置されて、アンプに接続されている。
・　測定マイクがオフの状態でマイクスタンドにセットされている。測定マイクが入力に接続されている。
・　【詳細設定>HOME>Select】でソースがANALOG BAL IN 1+2に選択されている。
・　デコードの設定がNativeに設定されている。

キャリブレーション前のチェックリスト

トップメニュー

詳細設定アイコン

※メインキャリブレーションでは以下の画面を使用します

・【トップメニュー>詳細設定>Optimizer Settings>Calibration】 ・【トップメニュー>詳細設定>Processor>Meters】

ANALOG BAL IN 1,2(MIC4 XLR)

デコード設定
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メインキャリブレーション

キャリブレーション手順の概要

スピーカーレイアウトとスピーカー設定が正確に指定されていれば、キャリブレーションプロセスは比較的単純なプロセスです。
1．　マスター出力レベルの（テストキャリブレーション）   ：　測定の質を良くするために行います。
2．　メインキャリブレーションの開始　　　　　　　　  ：　Altitude32が部屋の各スピーカーの音響応答を測定します。
3．　オプティマイザーフィルターの計算
4．　プリセットの保存

1.　マスター出力レベルの調節（テストキャリブレーション）

適切にキャリブレーションするため、オプティマイザーは測定可能なレベルの音圧（SPL）を必要とします。キャリブレーション信号は
測定可能レベルに達するまで、同じスピーカーから再生し続けます。キャリブレーション信号が他チャンネルに移るまでレベルを上げ
てください。
安全上の理由でこのキャリブレーションはメインキャリブレーションの前のテストとして行うことを推奨しております。

安全な出力レベルの調節（テストキャリブレーション）手順
・　マイクの電源がオフの状態でマイクを配置・接続してください。
・　Altitude 32のマスターレベルを―40dBまで下げます。
・　Muteボタンを押して出力をカットします（このステップはCalibrateボタンを押す前に必ず実行して下さい）。
・　【詳細設定>Optimizer Settings>Calibration】ページでCalibrateボタンを押します。
・　画面上の指示に従って操作してください。

Calibrateボタン
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出力レベルの調整
・　キャリブレーション信号が2番目のスピーカーに移るまでマスターレベル
　  を上げてSPLを調整します。
・　【詳細設定>Processor>Meters】ページでマイク入力のレベルをチェック
　  します。
・　自分の耳で各ドライバーのSPLを評価し、全てのスピーカーにとって最適
　  なSPLになるようにマスター出力レベルを調整します。
　   これによって測定の質がさらに高まります。
・　キャリブレーションを中止する場合は
　 【詳細設定>Optimizer Settings>Calibration】ページでCancelボタン
　 を押してください。
・　キャリブレーションを中止/終了したら、マイクの電源をオフにして下さい。

出力レベルが高めに設定されている場合
左のような確認画面が現れます。
・ 　出力レベルを確認し問題が無いようでしたら“ Yes ” を押して
　  次画面に進んでください。
・ 　出力レベルに不安があるようでしたら、 “ No ” を押して前画面
　  に戻り出力レベルを安全なレベルまで下げてください。

クロックモードが 96kHz に設定されている場合
・　特に気にする必要はありません。
・　この時点でマイクロフォンの電源を”オン” にしてください。
・　“ Ok ” を押して次画面に進んでください。キャリブレーションが
　  開始されます。

特にメッセージが無い場合
左のような画面が現れます。
・ 　この時点でマイクロフォンの電源を”オン” にしてください。
・ 　“ Ok ” を押して次画面に進んでください。キャリブレーションが
　  開始されます。

Calibrateボタンを押すと画面に指示が表示されます。

Cancelボタン
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2.　メインキャリブレーションの開始

【詳細設定>Optimizer Settings>Calibration】ページでメインキャリブレーションを実行します。

注意　：　1.マスター出力レベルの調節（テストキャリブレーション）とほとんど同様の操作です。
　　　　　マスターレベルの調節は済んでいるため-40dBに下げる必要はありません。

メインキャリブレーションの手順
・　マイク電源がオフの状態でマイクが正しく配置されているのをご確認ください。
・　Muteボタンを押して出力をカットします（このステップはCalibrateボタンを押す前に必ず実行して下さい）。
・　【詳細設定>Optimizer Settings>Calibration】ページでCalibrateボタンを押します。
・　画面上の指示に従って操作してください。マイクのカバーを外し、電源を入れます。
・　メインキャリブレーションでは全てのスピーカーとサブウーファーにキャリブレーション信号を３回再生します。
・　測定中になんらかのエラーが生じた場合には、３回以上バースト信号が出力される場合があります。
・　 一つのスピーカーの測定が終了すると、自動的に他のチャンネルに移ります。
・　すべてのスピーカーの測定が終了しキャリブレーションが完了したらマイクの電源をオフにしてください。

【詳細設定>Optimizer Settings>Calibration】ではキャリブレーションが実行されているスピーカーを表示します。

キャリブレーションステータス

キャリブレーションステータスは3種類あります。
・　Yes　　:　測定で問題がない場合。キャリブレーション後トップバーにNOT READYと表示されたらオプティマイゼーションフィルター
　　　　　　が計算されるまではプロセッサーで音を処理できないという意味です。
・　Partial   : 　キャリブレーションが途中で止まってしまった場合
・　No!　    :　測定が実行されなかった場合

キャリブレーション中のスピーカー

キャリブレーションステータス
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キャリブレーションでよくある問題
キャリブレーションツールが一台のスピーカーで3回以上のキャリブレーション信号を再生した場合、そのスピーカーの信頼性のある測定を実行
することができないことを示します。

警告メッセージと解決方法

・　“Crest factor too low for capsules　マイクロフォンに対して音圧が低すぎる”　
キャリブレーション信号の音圧レベルが測定可能なレベルに達していないことが原因です。次のような理由が考えられます。
　　　　　○　信号出力レベルが小さすぎる → マスターレベルを調整して測定可能な音圧レベルまで上げてください。
　　　　　○　マイクロフォンが信号を拾っていない →【Processor>Meters】ページで入力メーターをチェックします。（図1）
　　　　　　　入力レベルが4チャンネルの1つでも無効（ゼロ）になっている場合【Optimizer Settings>Calibration】ページに
　　　　　　　戻りキャリブレーションを中止してください。

マイクロフォンの入力レベルがゼロの場合以下のような理由が考えられます。
　　　　　○　ANALOG BAL IN 1+2入力が【詳細設定>Home>Select】ページで選択されていることをチェックして下さい。（図2）
　　　　　○　マイクのPP3バッテリーが切れている可能性があります。電源をオンにした時に赤色のLEDが点灯しているか確認ください。
　　　　　○　マイクまたはケーブルが損傷している可能性があります。

入力メーター

ANALOG BAL IN 1+2(MIC4 XLR)

・　“Unstable position for speaker　スピーカーの位置が安定しない”
　　　　　○　キャリブレーションの間に機器が移動した可能性があります。
　　　　　○　マイク環境に強い反射が多数存在すると、インパルス応答の測定を妨害されます。
　　　　　○　マイクとスピーカーの間に障害物があると測定が妨害されます。
　　　　　○　スピーカーのどれかの帯域が狭すぎる場合もあります。

・　“Unable to localize speakerスピーカーの位置を特定できない”
　　　　　○　ダイポール/バイポールスピーカーが同時に複数の波を出している。
　　　　　○　リンクされたいくつかのスピーカーが同時に複数の波を出している。
　　　　　○　スピーカーの近くに大きなな反射物がある
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キャリブレーションの前後でのスピーカー位置のチェック

【詳細設定>Optimizer Settings>Positions】ページにはキャリブレーションの間リアルタイムで測定されたスピーカーが表示されます。
3種類の表示が可能です。

・　Top view　　　　:　上からスピーカーを見た図
・　Elevation view　  :　リスニングポイントからスピーカーを見た図。高さとアジマスを相関的角度で表示します。
・　Details view　　   :　測定された距離、高さ角度、レベル、ディレイ等の表

デフォルトではグリーンがリファレンススピーカー位置を示します。これはイニシャルスピーカーレイアウトのテンプレートで指定されてい
る位置です。（2.0、5.1.7、またはAtmos, Auro3D, DTS,Trinnovレイアウトのいずれか）
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キャリブレーションを実行する際、3回目のキャリブレーション信号の後に各スピーカーの実際の位置が表示されます。（下図をご参照ください）

【Top view】では適切でないスピーカー位置を発見するのに役立ちます。
マイクが正しくフロントステージの正面に向けられていない場合はキャリブレートし直す必要があります。そうしないとリマッピングオプ
ションがサウンドステージとややずれた結果になります。

このビューではページの左上にRT60（残響時間）も表示します。
・　ScaleとRef. Radiusオプションを使って表示を重ねて表示し、推奨位置と適合することを検証します。
・　各スピーカーについて表示されるチャンネル名はスピーカー/ルームセットアップツールで指定されたチャンネルと関連しています。

Top View

残響時間

Scale

Ref.Radius
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注意
・　キャリブレーションの間に位置を特定できないスピーカーがあった場合、円の中心に表示されます。
・　位置が特定されなかったスピーカーはスピーカーリマッピングには使用できません。

【Summary】ページから各スピーカーの測定値を確認できます。

Elevation View

Summary

【Elevation View】はリアルなスピーカー位置を表示します。キャリブレーションの際マイクの高さが適切かどうか表示します。
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測定詳細
・　Distance
・　Elevation
・　Azimuth
・　Level A
・　Level C
・　Delay
・　6dB　Bandwidth

補正詳細
・　Level A Compensated
・　Level C Compensated
・　Delay Compensation
・　BM Delay

・　Crest Factor

オプティマイゼーションフィルターを計算する

キャリブレーションが完了したら、トップバーにNOT READYと表示されます。この表示が出ている間はオプティマイゼーションフィルターを
計算するまでプロセッサーが音を処理することができません。

：　スピーカーから測定ポイントまでの距離（メーター）
：　スピーカーから測定ポイントまでの高さ（角度）
：　スピーカーから測定ポイントまでのアジマス（角度）
：　スピーカーのA特性レベルに対応
：　スピーカーのC特性レベルに対応
：　スピーカーの距離に対応
：　測定したスピーカーの帯域に対応

：　A特性スピーカー補正レベルに対応
：　C特性スピーカー補正レベルに対応
：　全スピーカーに追加しシステムをタイムアラインメントするディレイ
：　サテライトを使ってクロスオーバーを改善するためサブウーファーに追加することができます。まれにサ
　  ブウーファーが進んでいて、全サテライトが遅れている場合もあります。
：　測定の質を評価するのに役立ちます。30dB以上を推奨しております。それより低い場合バックグラウンド
　  ノイズの問題がある可能性があります。

スピーカー測定のオプティマイゼーションフィルターの
計算について

・　【詳細設定>OptimizerSettings>Calibration】ページ
　  に行きます。
・　Computeボタンを押して、補正ファイルの計算をス
　  タートします。これによりオプティマイザーのグラフも
　  作成されます。
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注意：
・　計算している間トップバーに歯車アイコンとグラフアイコンが表示されます。
・　計算終了は画面上のメッセージで通知します。
・　スピーカーアイコンが表示されたら、オプティマイザーの準備が完了です。
・　計算時間はスピーカーの数とオプティマイザーパラメーターによって変わります。

重要な注意：
・　スピーカーシステムのキャリブレーションが終わると、変更はComputeボタンを押してフィルター再計算を
　  すれば適用できます。
・　新たに測定する必要があるのは次のような場合です。
　　　　　○　部屋のスピーカー、家具、リスニング位置を変更した場合
　　　　　○　アクティブクロスオーバーフィルターを変更した場合
　　　　　○　スピーカーの数を変更した場合
　　　　　○　チャンネルオーダーを変更した場合

プリセットを保存する

最後に重要な点ですが、希望の測定や計算フィルターが失われないように忘れずにプリセットを保存して下さい。

①　【詳細設定>Presets】にアクセス
②　保存したいプリセットの “Save” ボタンを押す

①

②
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目標曲線（ターゲットカーブ）の設定
Altitude32はサウンドシステムに必要とされる周波数応答を設定するツールとして目標曲線のツールを実装しています。
部屋の全スピーカーの目標曲線は以下の項目を指定することができます。

振幅のみ　/　振幅と位相　/　振幅とグループディレイ

また、1つまたは複数のチャンネルをリンクして、複数のスピーカーで同じ目標曲線を共有することができます。

手順の概要

Altitude32の目標曲線の設定手順は非常にシンプルなものとなっております。

・　同じ目標曲線を全てのスピーカー（サブウーファーを除く）に適用する、またはスピーカーごとに目標曲線を適用するかの選択
・　同じ目標曲線を共有するスピーカーをリンクする、またはリンクの解除
・　各スピーカーの目標曲線の設定
・　Apply Changeボタンによる設定の保存

1つまたは複数の目標曲線の設定

・　1つまたは複数のスピーカーの目標曲線を編集するには、【詳細設定>Optimizer Settings>Settings>Target Curve】ページに行きます。

サブウーファーを除く全てのスピーカーをリンクする設定が最も一般的です。
・　Linkボタンを押すと全てのスピーカーをリンクします。
・　Link all but Subボタンを押すと、サブウーファー以外のすべてのスピーカーをリンクします。

・　目標曲線の編集にはキーボードの矢印キーを使って下さい。
　　①　緑の点は各周波数に必要な数値に対応しています。
　　②　黄色い線はフィルターの動作を考慮した結果の予想を示します。

・　Apply Changesボタン（図 ③）を押してください。オプティマイゼーションフィルターの再計算が必要な設定の変更を行うと、このボタンが 
　  オレンジ色に変わります。
・　新しいプリセットを保存します。目標曲線あり/なしどちらでも音を比較できるようになります。

①

②

③
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オプション ： バスマネジメントの設定

本章ではバスマネジメントの設定方法を説明します。
Altitude32はバスマネジメントを設定することができるフレキシブルな機能を備えており、各チャンネルの低周波数を1つまたは複数の
サブウーファーでどのように再生するか指定することができます。

注意：
-　Altitude32は出力と処理チャンネルのある限り、何台ものサブウーファーにも対応します。極めて柔軟なスピーカ
　  ーシステムの設計が可能です。
-　バスマネジメントはシステムがキャリブレートされていない場合でも有効化できます。しかしサブウーファーの自
　  動タイムアラインメントはスピーカーセット全体のキャリブレーション後でないと実行されません。

重要な注意：
最適な設定を行うには、スピーカーの音響測定に基づいてバスマネジメントをマニュアルで設定するのを推奨
します。

バスマネジメント設定手順の概要

推奨するバスマネジメント設定手順は次の通りです。

・ 　各スピーカーの周波数応答を理解するためにスピーカー測定の音響グラフを見てバスマネジメントが必要かどうか判断します。
・　バスマネジメントを起動する場合は、以下の手順を行います。
　　　　　1．　各チャンネルへのハイパス周波数の指定
　　　　　2．　バスマネジメントモード（3種類から選択）の設定
　　　　　3．　バスマネジメントを実行の各チャンネルの設定
・ 　プリセットを保存します。

①　【詳細設定>Presets】にアクセス
②　保存したいプリセットの “Save” ボタンを押す

①

②
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1．　各チャンネルへのハイパス周波数の指定

Altitude32は各チャンネルの低周波数帯を1つまたは複数のサブウーファーでどのように再生するか指定することができます。
各スピーカーで指定できる設定は以下の通りです。

・　ハイパス周波数を指定
・　そのチャンネルからの低周波数帯を再生する1つまたは複数のサブウーファーを有効化
・　各サブウーファーのゲインを設定
・　各サブウーファーの極性を反転

一般的なAVサラウンドプリアンプのバスマネジメント機能では"large“か"small”の2タイプの中から選ぶようになっており、バスマネジメ
ントフィルターにあらかじめ指定されているパラメーターを使用します。Altitude32ではよりフレキシブルな設定が可能です。
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2 subwoofers -3 dB -6 dB 

3 subwoofers -4.8 dB -9.5 dB 

4 subwoofers -6 dB -12 dB 

 
 

バスマネジメントページはAltitude32のユーザーインターフェイスのトップメニューからアクセスできます。

・　「Stacked subs」
　  複数のサブウーファーを管理する

Stacked subsは複数のサブウーファーの設定のために設計されています。
同じ信号を複数のサブウーファーで再生している場合、音量は大きく感じられます。同じ音量に感じられるように、同じ信号を再生
しているサブウーファーの数と配置にしたがって自動的に各サブウーファーへの信号を減少させます。
このような複数のサブウーファーの設定では、Altitude32は２つの場合にそれぞれ対応しています。

-　サブウーファーの相関がない（それぞれが離れている）と見られる場合出力を計算して調整します。
-　サブウーファーが相関されている（隣り合っている、または重ねられている）と見なされる場合振幅を計算して調整します。

従って、stacked subsが無効化されていても（デフォルト設定）有効化されていても、感じられる音量が一定になるように信号の自動
減衰を適切に計算します。

システム内のサブウーファーの数
“Stacked subs”が無効化
されている時の減衰

“Stacked subs”が有効化
されている時の減衰

バスマネジメントページ

Stacked subs

2．　バスマネジメントモード（3種類から選択）の設定

・　「Bass Management Mode」
　　Altitude32のバスマネジメントには３つのモードがあります。
　　-　Off
　　-　On
　　-　On+LFE to LR

・　「+10dB on LFE input」
　 　入ってくるLFE信号に+10dBのゲインを適用します。コード化されたビットストリーム信号が別のデバイスによってデコードされた
　　 アップストリームでない限り、+10dB on LFE input オプションの有効化は推奨しておりません（デフォルト）。

:　バスマネジメントなし（デフォルト）
:　標準的バスマネジメントモード
:　LFE 信号をLeftとRightスピーカーに分配します。システムにLFEチャンネルをモニターするサブウーファーが
　  利用できないときに有用です。
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3.　バスマネジメントを実行の各チャンネルの設定

バスマネジメントページでは各チャンネルの低周波数域を1つまたは複数のサブウーファーで再生するかどうかを指定することができます。

注意：バスマネジメント設定を適用するにはバスマネジメントモードをオンに設定する必要があります。

・　各スピーカー（上の行）に次の機能の設定が可能です。
　　・　ハイパスカットオフ周波数、フィルタータイプ、フィルターのスロープ
　　・　ローパスカットオフ周波数、フィルタータイプ、 フィルターのスロープ
　　・　Activeボックスにチェックを入れて各サブを起動します（減衰を再計算します）。
　　・　GainとPolarity　サブ信号のレベルと極性をマニュアルで調整するために使用します。
-　LFE信号（一番下の行）に同じ機能を設定できます。但し周波数パラメーターはローパスフィルターのために設定されています。

重要な注意：
フィルターを使用しない場合は、「Filter Type」を「NONE」に設定して下さい。

バスマネジメントモード

LFE設定
(画面を一番下までスクロールしてください)
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クイックセットアップメニュー

クイックセットアップメニューは複数のスピーカーのバスマネジメントを１つの操作で設定できるようにするパワフルなツールです。提
供されている設定は前ページまでの内容と同様のものになります。

設定方法は以下の通りです。
・　【Quick Setup】を押す。（下図①参照）
・　左にあるSettingsの欄で希望の設定を入力します。（下図②参照）
・　右にあるSpeakersの欄でこれらの設定を適用するスピーカーを選択します。
・　すぐ下にあるサブウーファーについても選択します。
・　Applyボタンを押して有効にします。
・　プリセットを保存します。

注意：サブが選択されていない場合は設定を適用することはできません。各スピーカーごとに細かく設定をする
際はクイックセットアップではなく、通常のバスマネジメント設定から設定してください。

クイックセットアップメニュー①

②
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オプション ： アクティブクロスオーバーのキャリブレーション

・　アクティブクロスオーバーをキャリブレートする方法を説明します。アクティブクロスオーバーとマルチアンプのスピーカーの知識
　  があることを前提としています。

・　アクティブクロスオーバーの設定の後にメインキャリブレーションを行ってください。

Altitude32には次のような高度なクロスオーバー設定があります。
・　フィルターのタイプ　：　Bessel 2,3,4 次
　　　　　　　　　　　　 Linkwitz-Riley 2, 4 次
　　　　　　　　　　　　 Butterworth 2,3,4次
・　各ドライバーのクロスオーバー周波数
・　各ウェイ(ドライバー)のレベル、極性、ディレイ調整

 

重要な注意：クロスオーバーフィルターの設定は、Linkボタンを使用することで複数のスピーカーで同時に実行できま
す。パラメーター変更の前にリンクを作成して下さい。
フィルターのタイプやクロスオーバー周波数は各スピーカーのメーカーの仕様を参照して決めて下さい。
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タブ（スピーカーの切り替え）

【Setup>Active Xover】ページには各スピーカー毎に1つのタブがあります。スピーカー/ルームセットアップツールで指定された数のスピーカ
ーが表示されます。

各スピーカーで次の設定が可能です。

・　フィルタータイプ（ハイパス/ローパス）を▼ドロップダウンメニューから選択
・　各フィルターのカットオフ周波数を◀▶で設定。またはマニュアルで入力して設定
・　各ウェイ（ドライバー）でレベルとディレイを調整
・　MuteボタンとInvert Polarityボタンの使用
・　“Constant-directivity horn”（定指向性ホーン）EQとHalf”Constant-directivity horn”（半定指向性ホーン）
・　リンクボタン
Constant-directivity horn EQ（CdホーンEQ）と呼ばれる２つの追加IIRフィルターが利用できます。これらのフィルターは定指向性ホーンを
使ったスピーカーの高域周波数を上げるために使用します。このタイプのスピーカーはスイートスポットで高域周波数が下がる傾向があ
り、ホーンによっては高域周波数を3kHzから3dB/octまたは6dB/oct上げる設定が適している場合があります。

①

②

①

②

③

③
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・　パラメータを変更するとApplyボタンが強調して表示されます。Applyボタンを押すと新しい設定を計算し、リロードします。
　  計算が終わると（歯車のアイコンが通知バーから消え）出力にフィルターが適用されます。
・　変更しない場合は、Cancel Changesボタンを押しキャンセルします。
・　変更に問題なければ、【詳細設定>Preset】ページで選択したプリセットのSaveボタンを押して変更を保存します。
　  保存しないと変更は適用されません。

フィルターの理論的モデルは次のように表示されます。
・　緑の曲線 ： 理論上のローパスフィルター反応を示します。
・　赤の曲線 ： 理論上のハイパスフィルター反応を示します。
・　青の曲線 ： その結果生じる理論上のスピーカー特性を示します。
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アクティブクロスオーバーの手順

アクティブクロスオーバーを適正にキャリブレーションするためには音圧を測定可能なレベルに上げる必要があります。測定可能な音圧
レベルに達するまでテスト信号を繰り返し同じドライバーで再生します。安全上の理由で、最初のキャリブレーションはテストとして実行し
てください。
マイクの設定やキャリブレーションの準備について（p.71）をよくお読みの上操作を行ってください。

安全な出力レベルを設定して下さい。
1．　Master Levelを-40dBに下げます。
2．　Muteボタンを押して出力をカットします（このステップは必ずCalibrateボタンを押す前に必ず実行して下さい）
3．　カバーを外し、マイクの電源を入れます。
4．　【詳細設定>Setup>Active Xovers】にあるCalibrateボタンを押すとキャリブレーションが開始します。

出力レベルを調整して下さい。
1．　ボリューム「-」「+」ボタンを押してテスト信号が次のドライバーに移動するまでマスターレベルを上げます。
2．　マイク入力のレベルが画面に自動的に表示されるので確認します。
3．　耳で聞くことにより聴覚でも各ドライバーのSPL（音圧レベル）を評価して下さい。マスター出力レベルを上げて全ドライバーで最適 
　    なSPLとなるよう確認して下さい。この操作によって、測定の質がさらに向上します。
4．　キャリブレーションを中止する場合はCancelボタンを使います。

レベルを調整したら、次のステップへ進みアクティブクロスオーバーのキャリブレーションを実行します。

Calibrateボタン

マスター出力レベルの設定

ボリュームボタン
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アクティブクロスオーバーのキャリブレート

マスター出力レベルの設定後（前ステップ参照）Altitude32のクロスオーバーキャリブレーションツールが自動的に各ドライバーのレベル、
ディレイ、極性を設定します。

キャリブレーションの前に次の点にご注意下さい
・　キャリブレーションは各スピーカごとに個別に行います。
・　Calibrateボタンを押すとMLS信号が選択されたスピーカーの各ドライバーに送信されます。
・　キャリブレーションの最後に、“スピーカーセット全体のキャリブレーション（メインキャリブレーション）を行って下さい“というメッセージが
　  表示されます。
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アクティブクロスオーバーキャリブレーションを実行します。

・　2つ以上のスピーカーがリンクされている場合、Linkボタンを切ってスピーカーのリンクを切り離して下さい。
・　マイク位置の指示（p.65）に従って下さい。
・　測定は静かな環境で行って下さい。
・　ミュートボタンを押して出力を切ります（Calibrateボタンを押す前は必ずこの操作を行ってください）。
・　【詳細設定>Setup>ActiveXovers】のCalibrateボタンを押してください。
・　画面上の指示に従って下さい。

キャリブレートしたクロスオーバーの音の検証

アクティブクロスオーバーのキャリブレーションの終了後、スピーカーの音を検証し、確認を行うことが非常に重要です。

・各スピーカーの音響グラフの表示
・各スピーカーのリスニングによる確認

各スピーカーの音響グラフの表示

キャリブレーションの結果は２つの方法で表示されます。

各ウェイのインパルス応答
ドライバーが正しく同期されているかどうかを確認できます
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システム周波数特性
ドライバーの組み合わせが適切に構成されているかどうかが確認できます。合成されたシステムの周波数特性からレベル、ディレイ、極性の自
動調整の効果を観察することができます。
下のグラフで２つの曲線が表示されています。
1つはスピーカー（部屋全体）の総出力を示し、もう1本の曲線は直接波と初期反射をとらえた周波数特性示しています。
２つの曲線が近ければ近いほど、スピーカーのリスニングスポットへの指向性が高くなります。

注意：
・　キャリブレーションの間はそれまでに設定されたレベル、ディレイ、極性を考慮しません。つまりキャリブレーションの前
　  にこれらのパラメーターを調節しても結果には全く影響しません。
・　環境によっては、自動クロスオーバーアルゴリズムがスピーカーによってドライバーの極性を逆相にすることを推奨する
　  可能性があります。この場合下記の原因が考えられます。
○　1つのスピーカーの物理的極性が（例：ケーブルの問題）逆相にされている場合。この場合、音質を上げるためにはオプ
　　ティマイザーによって提案される修正の適用を推奨します。
○　２つの隣接したドライバーが（例：ミッドとハイ）約90°だけ位相シフトされている場合。この場合ドライバーが位相にあ
　　るのかまたは外れているのか判定が難しくなるため、オプティマイザーの出す結果はより不確実になります。オプティマ
　　イザーの結果に納得できない場合、マニュアルで（“invert polarity”ボタンを使って）修正することができます。
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各スピーカーのリスニングによる確認

クロスオーバーに接続された各スピーカーでAltitude32のピンクノイズや
好きな音楽/映画サンプルなどを再生し、実際に聴くことでご確認ください。

プリセットを保存する

最後に、クロスオーバー設定をプリセットに保存して下さい。

①　【詳細設定>Presets】にアクセス
②　保存したいプリセットの “Save” ボタンを押す

①

②
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オプション ： マルチポイント測定

Altitude32のもっとも高度な機能の1つにユニークなマルチポイント測定テクノロジーがあります。
Trinnov マルチポイントアルゴリズムは、マルチ測定ポイントから平均化した特性を使うのではなく全ての測定ポイントを考慮します。

マルチポイント測定の目的はより広いリスニングエリアを最適化するだけでなく測定からより多くの情報を取り出しリスニングエリア内のバラつ
きを考慮して信頼性を高めることです。

注意：マルチポイントアプローチはより信頼性のあるキャリブレーションを可能にしますがマイク位置の選択が
非常に重要になります。
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測定位置

マルチポイント測定位置の選択には決まったルールはありません。ただしスピーカーが届く範囲の外で測定を行うと無関係と見なされ
る可能性があります。

例えば、単一のリスニングポジションでマルチポイント測定を行うこともできます。
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マルチポイントキャリブレーション手順
・　マルチポイント測定は同じマイクを使って連続して実行することができます。
・　【詳細設定>Optimizer Settings>Calibration】ページの一番下にある“Add”ボタンを押すと新しい測定を追加できます。”Delete”を押
　 すと選択した測定を削除することができます。また“Measurement.name”というテキストボックスを編集することにより測定の名前の編
 　集が可能です。
・　各測定が正しく行なわれれば”Yes”、正しく行われなければ”No”、キャリブレーションが完了するまでに中断されれば“Partial”
　  と“Calibrated”列に表示されます。
・　各測定はキャリブレーションで記録された応答を含んでいます。
・　必要な測定を選択してCalibrateボタンを押しキャリブレーションを開始します。
・　全てのキャリブレーションの終了後、重みに従って全ポイントで最適な音響補正を計算することができます。（次ページ参照）

Addボタン



マルチ測定の重みつけ

・　“Weight”列では各測定の重みを0から100で設定して、重みを設定したポイントを強調することができます。
・　あるポイントの重みを0に設定するとそのポイントをバイパスすることもできます。キャリブレーション時にそのポイントをキャリブレー
　  ションに考慮したくない場合などに使用できます。
・　キャリブレーション後に重みを調節することも可能です。“Compute”を押すと変更を反映できます。
・　キーボードから、上（+1）下(-1)の矢印、あるいはページアップ(+10)ページダウン(-10）を使って重みを調節することができます。
・　“Compute”ボタンを押して音響補正フィルターを計算する前に、重みが0でない全ての測定を完全にキャリブレートする必要があり　  
　  ます。部分的または全くキャリブレートされないポイントがある場合、そのポイントもしくは測定全体を削除する必要があります。
　  （例：音響補正フィルターを計算する前に重みを0に設定する）
・　lockは測定の設定編集を無効にします。
・　“Ref”列はどの測定がリファレンスポイントであるかを示しています。キャリブレーションの後で変更可能です。新しい測定をリファレン
　  スポイントにするには音響補正フィルターを再計算する必要があります。リファレンスポイントを選択し、“Compute”を押すと音響補正
　  フィルターを再計算します。
・　プリセットを保存する前に、”Changes saved"ボタンを押してマルチポイントパラメーターを保存する必要があります。 ポイントリスト 
　  を離れるとき、またキャリブレーションや計算を実行するとき、これらのパラメーターは自動的に保存されます。
　  （ボタンは無効化されます）

Ref列

”Compute"ボタン”Changes saved"ボタン

①　【詳細設定>Presets】にアクセス
②　保存したいプリセットの “Save” ボタンを押す

①

②

プリセットの保存
プリセットを保存してください。

93



94

 

 

 

 

 

 

4　日常操作

この章では日常的に音楽を楽しむための操作方法を説明します。
・　ボリュームコントロール
・　ソース選択
・　プリセット選択

ユーザーインターフェイスの種類

簡単な日常的操作は次の方法で行うことができます。

・　フロントパネル
・　リモコン
・　GUI（グラフィカルユーザーインターフェイス）
　　-　VNCクライアント
　　-　直接接続
　　-　ウェブベースインターフェイス

注意：
-　VNC クライントと接続する方法はp.19以降の”2 ネットワークセットアップ”をご参照ください。
-　直接接続、ウェブインターフェイスについてはp.30をご参照下さい。

4.1　日常操作方法
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ボリュームコントロールノブ

・　ボリュームを上げる：右に回す
・　ボリュームを下げる：左に回す
・　ミュートボタン：出力をミュート

ソース選択

・　ソース選択ノブを回してソースを
スクロールし選択ボタンを押す
・　ダイレクト選択ボタンを押す
（リモコンからでも可能）

プリセット選択

・【メニューボタン>Presets】を選択し
選択ボタンを押す

・ソース選択ノブを使ってプリセットを選択し
選択ボタンを押す。

注意：工場設定では、最後に使っ
たソースが起動時に選択されま
す。

ボリュームコントロールノブ ソース/アイテム
選択ノブ

戻るボタン

選択ボタン

メニューボタン

ダイレクト選択ボタン
ミュートボタン

フロントパネルの使用
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受信オーディオのフォーマットの確認

現在選択されているソースの受信オーディオのフォーマットはフロントパネル画面上で確認できます。

クロックソースと
サンプリングレート

現在のアップミキサー

現在のフォーマット
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IR リモコンの使用

ボリュームコントロール

・ボリューム調整ボタン
・ディムボタン（-20dB音量を下げる）
・ミュートボタン

ソース選択

・ソース選択ボタンでソースを選択し、OKボタンで決定してください
・ダイレクトソース選択ボタンからもソースの選択ができます

リスニングフォーマット選択

リスニングフォーマットとアップミキサーの切替ができます。
オンザフライで実行されるのでOKを押して確定する必要はありません。

ボリューム調整
ボタン

ディム、ミュート
ボタン

ダイレクトソース
選択ボタン

ソース選択ボタン

OKボタン

リスニングフォーマット
切替ボタン
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プリセット選択

プリセットを切り替える方法
1．　プリセット選択ボタンでプリセットを選択する
2．　OKボタンを押す

フロントパネルメニューへのアクセス

メニューにアクセスする方法
1．　メニューボタンを押してメニューにアクセスする
2．　矢印のボタンで閲覧する
3．　OKボタンで確定する
4．　バックボタンで戻る

ライトボタン

ライトボタンでフロントパネル画面のバックライトを切ることができま
す。他のボタンを押すと一時的にバックライトが点灯し変更前にデモ
で確認することができます。Lightボタンをもう一度押すとバックライト
がオンになります。

オプティマイザーバイパス

バイパスボタンでスピーカー/ルーム オプティマイザーをオフにする
ことができます。

プリセット選択ボタン

OKボタン

メニューボタン バックボタン

左右に移動して閲覧

OKボタン

ライトボタン
(オン/オフ)

バイパスボタン



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

トップメニューからAltitude32の主な機能にアクセスすることができます。

詳細設定を開きます。ソースの設定、キャリブレーション、プロセッサ設定、ネットワークセットアップなどに使用
します。機能の詳細はスピーカーのキャリブレーション（p.71～）をご参照ください。

日常操作に使用するサイドメニューです。レベルの調整、ソースの選択、一般的な情報の表示などを操作します。

Speakers/Room（スピーカー/ルーム）セットアップツールを開きます。詳細はスピーカーレイアウト（p.49～）を
ご参照ください。

微調整パネルを開きます。詳細はバスマネジメント設定（p.85～）をご参照ください。

プリセットのクイック選択のドロップダウンメニューを開きます。

①　②　③　④

①

②

③

④

⑤

⑤
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詳細設定（Advanced Setting)

サイドメニュー

スピーカー/ルームセットアップ

ファイン・チューニングパネル

プリセット

GUI（グラフィカルインターフェイス）の使用
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メインページ

①　左上にあるPlayボタンをクリックするとサイドメニューバーが開きます。
②　タブを選択すると、対応したパネルが開きます。

①　②　　　　　  ③

ソース選択の場合
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Unfold button 

 

 

Volume Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Information 

 

 

Optimizer Status  

 

 

Audio Clock 

 

 
Network Status  

サイドメニューを閉じる

サイドメニューバーを閉じている状態の表示は下記のようになります。

サイドメニューを開く

出力レベルを1 dB単位で上げる

現在の出力レベル

出力レベルを1 dB単位で下げる

ミュート：アウトプットをミュート状態にする

ディム：20 dBアウトプットレベルを下げます。

アイコンの上にカーソルを乗せると現在の選択ソースを表示します。

オプティマイザーの現在のステータスを表示します。
クリックでON/OFFの切り替えができます。

現在のクロックのサンプリングレートを表示します。

Wi-Fiとイーサネットネットワークの現在のステータスの表示をします。
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  IN sources 

 

 OUT channels 

 

 

 

 

サイドメニューを開く

サイドメニューバーを開くと、現在のセッティングの詳細が確認できます。

SRC：現在のオーディオソースの名称
FMT：オーディオフォーマット
UPMIX：アップミックスフォーマット

EQ：現在のユーザーEQ
OUT：現在のアウトプット

OPT：オプティマイザーの現在のステータスを表示。

CLOCK ：現在のサンプリングレートを表示

Wi-Fi：Wi-Fiとネットワークステータス

Infos：詳細情報
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ボリュームコントロール

MuteボタンはAltitude32の出力をミュートします。
Dimボタンは20dB音量を下げます。

ご注意：起動時には最後に使用した音量に設定されます。

ソース選択

アイコンをクリックすることでグラフィカルユーザーインターフェイスからソース選択ができます。

Soruces 画面が現れていない場合は、左側 ① 部分をクリックしてください。

①
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プリセットメニューは
折りたたまれています。

 

 

 

 

 

 

 

プリセット選択

グラフィカルユーザーインターフェイスでプリセット選択ができます。

受信するオーディオのフォーマットを確認する

サイドメニューバーおよびメインユーザーインターフェイスのIN Sourcesページに受信オーディオのフォーマットが表示されます。

クリックしてプリセットを
呼び出してください。 



ネットワーク設定の変更
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この項目ではお客様のホームシアターの技術的環境の必要条件に合わせてAltitude32のWi-Fi設定を変更する方法を説明します。

Wi-Fi設定の確認
Altitude32では次のWi-Fi情報が確認できます。

・　Mode
・　AP SSID
・　AP IP
・　AP password
・　AP netmask
・　Client status
・　Client SSD
・　IP アドレス
・　Netmask:

Wi-Fi ネットワーク情報

Wi-Fiネットワーク情報はGUIから確認できます。
【トップメニュー>Network Status】

:　Altitude32の現在のWi-Fiモードを表示
:　Altitude32のWi- Fi Access Point名を表示
:　Altitude32をWi-Fi アクセスポイントとして使う場合VNC接続に使用されるアクセスポイントのIPアレスを表示
:　Altitude32のWi-Fiアクセスポイントに加わる場合に使用されるパスワード表示
:　Altitude32のWi-Fi アクセスポイントのネットマスクを表示
:　Altitude32のWi-Fi クライアントの状態を表示
:　AltitudeがWi-Fi クライアントとして加わったWi-Fi Network名を表示。接続が確立していない場合表示されない。
:　Wi-Fi クライアントのIPアドレスを表示
:　Altitude32がWi-Fi クライアントとして加わったWi-Fi ネットワークのネットマスクを表示
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Altitude32をWi-Fi ネットワークに接続

Altitude32の最も柔軟なネットワーク設定は、Altitude32を既存のWi-Fiネットワークに接続する方法です。（p.19参照）
この方法ならAltitude32への接続とインターネットへの接続が同時に可能なため、2つのWi-Fiネットワークを切り替える必要がありませ
ん。

Altitude32を既存のWi-Fiネットワークに接続する方法
・　詳細設定(Advanced Setting)を開く
・　【Setup/Network/Wi-Fi/Setup】ボタンをクリック
・　 Wi-Fi Status Modesページが開く
 

・　ページ右下のConnectボタンをクリックすると、利用 
　 可能なWi-Fi ネットワークが表示されます。

・　暗号化（encryption）の列：
　 ネットワークがパスワードや暗号で保護されているとロックの
　  アイコンが表示

・　Signal列：
　　Wi-Fi信号の強さを表すWi-Fiシグナルアイコンを表示

・　加えたいWi-Fiネットワークを選択しConnectボタンを
　  クリック
・　パスワードが必要な場合はパスワードを入力
・　選択したWi-Fi ネットワークに接続しました。
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Altitude32のWi-Fiステータスモードを変更する

Altitude32の内蔵Wi-Fiとイーサネットモジュールを使えば、以下のように同時にネットワークに参加できます。

-　ワイヤレスで既存のネットワークに加わる
　　→Wi-Fi クライアントとして機能

・　ISP Box (Internet Service Provider)やルーターの使用
　　→既存のイーサネットに接続されたイーサネットクライアントとして機能

・　Altitude32自体のWi-Fiネットワークを作る
　　→Wi-Fi アクセスポイントとして機能

グラフィカルユーザーインターフェイスを使ってAltitude32のWi-Fi設定を変更する方法

1．　詳細設定(Advanced Settings)を開く
2．　Setup/Network/Setupボタンを押してWi-Fi Status Modesページを表示する

次のWi-Fiモードから1つ選択することができます。
・　OFF
・　FULL (デフォルト)
・　CLIENT

:　Altitude32のWi-Fi moduleを無効化
:　Altitude 32がアクセスポイントとしてもクライアントとしても使われている状態
:　アクセスポイントは無効化されているがコンフィギュレーションが有効な限りAltitude32は
 　Wi-Fiクライアントとして機能している状態
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ホームシアターの技術環境の必要条件に合わせてAltitud32のイーサネット設定を変更する方法を説明します。

イーサネット設定の確認

Altitude32ではイーサネットについての次のような情報が利用できます。
・　Status
・　MAC address

・　IP address
・　Netmask
・　Gateway

イーサネットネットワーク情報
ネットワーク情報はAltitude32のGUIから確認できます。

注意：ネットワーク設定は詳細設定以外では変更できません。
イーサネットとWi-Fiの設定を変更するにはSetup/Networkページに行って下さい。

:　Altitude32のイーサネットインターフェイスの接続状況を表示
:　Altitude32のネットワークインターフェイスのMAC アドレスを表示（Wake-on-LanコマンドでリモートにAltitude32を起 
 　動するのに必要）
:　Altitude32のイーサネットインターフェイスのIPアドレスを表示
:　イーサネットを使ってDHCPクライアントとして加えたローカルエリアネットワークのネットマスクを表示
:　ネットワーク間接続のためのGatewayのアドレスを表示
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イーサネット設定を変更する

Altitude32のイーサネットインターフェイスはデフォルトでDHCPになっています。ルーターにDHCPサーバーがあればAltitude32は自動的
にルーターによって検出されコンフィギュアされます。通常の家庭環境はこれに当てはまります。

イーサネット接続をマニュアルでコンフィギュアするには、【詳細設定>Setup>Network>Ethernet】に移動し、
Manually specify Network parametersを選択してApplyボタンを押します。

IPアドレス、Netmask. Gateway, DNSをマニュアルで編集できます。
変更する度にApplyボタンを押して新しい設定を適用する必要があります。

注意：マニュアルコンフィギュレーションに切り替える際はITに精通した方に相談することをお勧めします。
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ソフトウェアアップデート

プロセッサがTrinnovサーバーに接続しているとき
Network statusは”Connected to Trinnov Audio 
Server”と表示されます。
【トップメニュー>Network>Service】

プロセッサがネットワークに接続されていて
Network statusが”Local Network OK”になっている
ときはTrinnovサーバーに接続できていない状態
にあります。

アップデートページ
【トップメニュー>Info>Update】

ソフトウェアアップデートのお知らせが来たらご確認ください。
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詳細設定（Advanced Setting)

製品情報

トップメニューの詳細設定のアイコンからアクセスできます。

製品情報は、トップメニューのinfoから確認できます。

Version
Built date
Product ID
Serial
Microphone

メインスクリーンに戻ります

：　現在のソフトウェアのバージョン
：　ソフトウェアのリリース日
：　製品のユニットID番号
：　シリアルナンバー
：　マイクのデフォルトの補償ファイル

左図の情報はフロントパネルから確認できます。
【メニューボタン>About】
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スピーカー/ルームセットアップツール

ファイン・チューニングパネル

スピーカー/ルームセットアップ専用の実用性の高いツールです。

ファインチューニングパネルからバスマネジメント設定（p.85）にアクセスできます。
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オプチマイザー と リマッピング機能
Altitude32のオプチマイザー機能は、メインインターフェイスで on-off の切替ができます。
オプチマイザーの on-off を切り替えるにはサイドメニューの OPT. Trinnov Optimizerを選びます。
このページでは以下のオプションが利用できます。
　・　オプチマイザー全体の on または off
 　Trinnov Optimzer スイッチ
　・　処理の一部の on または off
 　Acoustic correction (音響補正) スイッチ
 　Level alignment (レベル調整)  スイッチ
 　Delay alignment  (遅延時間調整) スイッチ

・　Trinnov Optimizer ON/OFF

　　-　ルーティング
　　-　アクティブクロスオーバー周波数とフィルター
　　-　レベル　
　　-　Graphic EQs　
　　-　バスマネジメント　

・　Acoustic Correction ON/OFF

・　Level Alignment 　ON/OFF
・　Delay Alignment　ON/OFF

・    Trinnov REMAPPING

：　リマッピングオプションも含め、音響補正、遅延時間調整、レベル調整をすべて on/off 切替します。
オプチマイザーを off にすると、下記のオーディオプロセッサに関するマニュアル設定だけが適用されます。

：　スピーカー/ルームセットアップツールのスピーカーリストで設定した通り

：　【詳細設定>Processor】ページで設定した通り
：　【詳細設定>Processor】ページで設定した通り
：　【トップメニュー>ファイン・チューニング】で設定した通り

：　offにするとイコライザー設定を含めた音響補正をバイパスします。

：　スピーカーレベル調整を off にします。出力のゲインは調整されすそのまま出力されます。
：　スピーカー遅延時間の自動調整を off にします。

：     リマッピング機能の切り替えができます。矢印キーを押してモードを選択し、所望のモードをクリックするこ
とで確定します。
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リマッピングオプション
Trinnovリマッピング選択ボックスには次のようなスピーカーリマッピングオプションがあります。
-　none
-　autoroute
-　2D
-　3D
-　Manual 

注意：2Dリマッピングは同じ水平面にある全てのスピーカーに対応します。その結果高い位置にあるスピーカーに
対しては異なるリマッピング動作を行うことがあります。

注意：スピーカーリマッピングはサラウンドアップミックスとは関係なく行われます。

: 　スピーカーリマッピング無し
: 　リマッピングエンジンが各チャンネルを自動的に適切なルーティングに設定する
: 　水平面でリマッピング適用
: 　水平面プラス垂直面でフル3D リマッピング
: 　リマッピングをマニュアルで指定（上級ユーザーのみ）

アップミックスオプション

リスニングフォーマット選択ボックスには次のようなアップミックスオプションがあります。
-　Auto
-　Dolby Surround
-　Neural:X
-　Auro-3D
-　Native
-    Upmix on Native
-    Legacy
 

アップミックスモードの変更は、 IN/ Sources 画面中、 Decorders 欄の Listening Format  選択ボックスで変更します

: 　入力信号に応じた純正のアップミックスモードが適用されます
: 　Dolby の３Dサラウンドモードでアップミックスします
: 　DTSの３Dモードでアップミックスします
: 　Auro3Dの3Dモードでアップミックスします
: 　入力信号をそのまま出力（アップミックスしない）
:     レガシースピーカーレイアウト(Dolby, DTS) の状態で純正のアップミックスモードが適用されます
:      このモードでは３Dフォーマット（Dolby Atomos. DTS:X, Auro-3D) の3Dサウンドを無効化します。
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プリセット設定について

セットアップの内容をメモリープリセットに保存することができます。
プリセットは【詳細設定>Presets】管理できます。

プリセットに保存可能なパラメーター

以下の設定を保存することができます。
・　スピーカー設定
　　　-　スピーカーレイアウト
　　　-　スピーカーアレイ
・　キャリブレーション
　　　-　測定結果
　　　-　オプティマイゼーションフィルター
・　オプション：バスマネジメント設定
・　オプション：アクティブクロスオーバー設定
・　オプション：マルチポイント測定の設定
セットアップ手順の各ステップでプリセットへの保存操作を行って下さい。
設定データが失われないようプリセットへの保存を忘れないようにしてください。

 

重要な注意：
-　ソース設定以外の設定がプリセットに保存されます。
-　パラメーターの変更はプリセットに保存されなければ失われます。
-　プリセットの操作は注意して行って下さい。プリセットの上書きは確認なしで行われます。
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Presetsページは縦にならんだ４つのタブから構成されています。（図①）

-　Presets 1-9
-　Presets 10-19
-　Presets 20-29
-　Presets Info

各プリセットタブには次のアイテムがあります。

-　Preset name 
-　メモリースロットには以下の項目があります。
　　　・　Preset name/number
　　　・　Clear ボタン
　　　・　Saveボタン
　　　・　Lockチェックボックス
　　　・　Def(デフォルト)チェックボックス

プリセットを複製して別のメモリースロットにコピーする推奨手順
1．　プリセットを再読み込みしてコピーしたい正確な設定を呼び出す。
2．　空のプリセットのSaveボタンを使ってコピーする。

注意：
-　初期プリセットはロックされているので上書きできません。
-　各ソースにプリセットをリンクづけることができます。
-　プリセットはUSBにバックアップすることができます。

：　Builtin Presets(初期プリセット)およびプリセット1-9
：　プリセット10-19
：　プリセット20-29
：　現在のプリセット情報を表示

：　プリセット名を入力または変更する。（図②）

：　スロットが空のときはグレー、プリセットが選択されるとブルーになります。
：　メモリースロットをクリアする。   プリセットのパラメーターを不可逆的に消去。
：　現在のパラメーターをメモリースロットにあるプリセットの通り保存する。
：　プリセットの保護をします。  Clear およびSaveボタンを無効化します。（図③）
：　起動後のデフォルトとしてプリセットを自動的に読み込む。（図④）

①

②Presets name

プリセットタブ

③ ④
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デフォルトプリセット
デフォルトプリセットは【トップメニュー>Product information>Startup】ページで選択できます。

最大ボリュームの設定

最大ボリュームの設定は【トップメニュー>Product information>Startup】ページで選択できます。

 



118

 

 
 

 
 

 

 

USBを使ってパラメーターの保存、アーカイブ化、復元ができます。

1．　リアパネルのUSBポートにUSBを挿入します。
2．　GUI画面にUSBポップアップメニューが表示されたら、実行したい操作を選択してください。

-　プリセットの保存/プリセットの読み込み
-　プロファイル（ソースコンフィギュレーション）の保存/読み込み
-　マイク補正ファイルの保存/読み込み
-　各プリセットのPDFレポートを作成、保存します。このレポートにはスピーカー位置、オプティマイザー設定、各スピーカーの位相と
　  インパルス応答など補正の前後のオプティマイザーからの情報が含まれます。
-　バグレポートの保存。予想されたエラーが起こった場合、システムは損傷を防ぐために停止し、バグレポートを作成します。
　  Altitude32を再起動した後、バグレポートをUSBに保存し、Trinnov サポート support@trinnov.comに分析のために送信することが 
　 できます。
-　スクリーンショットの保存。Altitude32に接続したキーボードの”print screen”キーを押すとグラフィカルユーザーインターフェイス
　  のスクリーンショットを撮影できます。

重要な注意：USBにデータを確実に保全するため、Closeボタンを押してからUSBポップアップメニューが消えるまで
USBを抜かないで下さい。

USBからプリセットを読み込む時はご注意下さい：プリセットはメモリースロットによって識別されます。従って最初
にプリセットナンバー5として保存されたプリセットは警告なしでAltitude32に保存したプリセットナンバー5を上書
きすることになります。

  

 プリセットのバックアップ/ 復元
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4.2　詳細設定

ソースに名前をつける
各ソースの名前の編集をすることができます。デフォルトではリアパネルのコネクター名がソース名になっています。
【詳細設定>Home>Source Config】ページで編集できます。

ソース設定に出力および処理パラメータも編集することができるので、出力や処理パラメータの切替に使うこともできます。例えば、同じ入力に違う
名前で異なる設定を行うことで、簡単に設定の切り替えができます。

【詳細設定>Home>Source Config】ページは左側縦に各ソースのタブ、右にソース固有のパラメーターが表示されます。

編集するソース名をクリック

Saveボタンをクリックすると
新しい設定が保存される

Reloadボタンをクリックすると
前回保存した設定を再読み
込みする

Factoryボタンをクリック
すると全てのソースが工場
設定に戻る

 

 

 

重要な注意：画面の右下にあるSaveボタンを押して保存しなければ変更は適用されません。
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ソースを設定する

変更可能な名前の他に、システムの環境条件に合わせた設定のための多数のパラメーターがあります。
ソース設定は色々な用途に使えます。
-　ソースの切り替え　　　　　　　　　　   例：ブルーレイプレーヤ、ネットワークプレーヤ、デジタルTVなど。
-　出力の切り替え　　　　　　　　　　　  例：ハイファイスピーカー1ペアと5.1ホームシネマセットアップ。
-　ソースと出力を同時の切り替え　　　　　例：レコード再生はハイファイスピーカー、ブルーレイは5.1ホームシネマシステム
-　アコースティック最適化ファイル、デコーディングモード、バスマネジメントモードなどの処理設定の呼び出し

選択したソース設定のパラメーターを変更するときはその矢印をクリックします。
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ソース設定ごとに次の項目が設定できます。

Input Connectors ： ソースが接続されているリアパネルの入力を選択

Clock:
　　‐　Default
　　‐　Mast.Xk
　　‐　Sl.WC

Output Connectors ： ソースの再生に使う出力の選択
　　‐　Analog + AES 1-8
　　‐　AES 1-16
 　　-　AML
　　 -　HDMI
 　　-　AES OLD 1-16

Digital Input Data:
　　 - 　Auto-detect
 　　-　Force PCM Audio
　　 -　Force Bitstream Data

Channels ： 非HDMIソースの時、再生したいチャンネルを選択できます。
 　　通常はL,Rを選択してください。
　　-　L, R

Listening format : このソースで使うデフォルトフォーマットを選択。Altitude 32はそのフォーマットで強制的にデコード
および（可能ならば）アップミックスします。
　　 -　Auto
　　 -　Dolby Surround
　　 -　Neural:X
　　 -　Auro-3D
 　　-　Native
 　　-　Upmix on native
　　 -　Legacy

Optimizer Preset:　オプティマイザープリセットを選択します
 　　-　No Change
　　 -　1 to 29

次のパラメーターは現在のプリセットの設定を使うためにデフォルトで設定されています。
　　 -　ソース（ソースのフォーマット）
　　 - 　マッピングモード

：　クロックはアナログ入力ではマスターモード、デジタル入力にはスレーブモード、ネットワーク入力にはマスターモードで作動します。
：　いろいろなマスタークロックのサンプリングレート（32kHZ、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz）にクロックを設定します。
：　クロックをスレーブモードに設定します。

：　アナログ出力1-32（お客様のシステムによって異なります。）およびAES出力1-8が同時にアクティブになります。
：　AES 出力1-16がアクティブになり、アナログ出力は無効になります。
：　Audio Multi Linkがアクティブになります。
：　HDMI出力1と2が同時にアクティブになります。
：　試作モデルで使われた古いルーティングです。使用しないで下さい。

：　入力がPCMかビットストリームかを自動的に検出します。
：　強制的にPCMフォーマットにします。
：　強制的にビットストリームフォーマットにし、Altitude32にプレーヤからの信号をデコードさせます。

：　対応フォーマットでアップミックスを行います。
：　Dolby Surround でアップミックスを行います。
：　DTS Neural:Xでアップミックスを行います。
：　Auro-3D でアップミックスを行います。
：　ソースから入ってくるフォーマットを維持します。
：　Legacyレイアウトの対応フォーマットで自動的にアップミックスを行います。
：　ベッド（5.1または7.1）だけを使用します。

：　このソース設定に関連づけられたプリセットなし。
：　このソースを選択したときに読み込むオプティマイザープリセットを29のプリセットから1つ選択する。
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次のパラメーターはNo Change（変更なし）かAs in preset（プリセットに従う）、【Processor/Output】ページに保存されているEQのいずれかの選択
が可能です。
-　FIR　EQ　：　【Processor/Output】ページに保存されているFIR EQを選択
-　User EQ　：　【Processor/Output】ページに保存されているFIR EQを選択
-　Input Levels
-　Output Delays

Master Levelは変更なし（デフォルト設定）のままにするか、レベルを変更することができます。

Power-on Default　：　起動時にデフォルトコンフィギュレーションを読み込むようにソースコンフィギュレーションを設定することができます。
あるいは、Use last loaded source as power-on default source（最後に読み込んだソースをパワーオン時のデフォルトソースとして使う）というオプ
ションを確認すると、前回シャットダウンする前に使っていたソースになります。

デフォルトソースの設定
最後に使っていたソースをパワーオン時デフォルトソースとして設定しています。
この変更は【詳細設定>Home>Source Config】ページで行うことができます。

ソース名のタブからデフォルトソースとして使いたいソースを選択します。Power-on Defaultのチェックボックスにチェックマークを入れてSaveボタ
ンを押すと、新しいパラメーターが適用されます。



フロントパネルのダイレクトソースを設定する

フロントパネルのダイレクトソース選択ボタンから【詳細設定>Home>Source Config】で設定したソースの上から4つを選択することができ
ます。
使用頻度の高いソースを設定することで簡単にソースを選択/切換えが行えます。

ダイレクトソース
選択ボタン

フロントパネルから選択可能なソース
（Source Configの上から4つのソース）

フロントパネル画面

ダイレクトソースのスロットはSource Configの上から4つに固定されていますので、ダイレクトソース選択を使用される場合は、上から4つ
までのスロットにマニュアルで設定を行ってください。

フロントパネルから
選択可能なソース
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オーディオクロック設定
セットアップ手順の中でオーディオクロックのステータスを確認する、あるいはその設定をマニュアルで変更する場合があります。

【デフォルト設定】
デジタルソースを選択　：　自動的にスレーブモードに切り替え
アナログソースを選択　：　自動的にマスターモードに切り替え

キャリブレーション手順で、システムの音を検証などの操作を行う際に、Altitude32がスレーブモードに設定されて、デジタルソースが
接続されていなければクロック情報を受信できないことがあります。この場合、システムはピンクノイズまたは正弦のようなサウンドを
生成することができません。クロックのマスターを上げるかアナログ入力に切り替えてください。

オーディオクロックステータス情報

【トップメニュー>Word Clock】ページにオーディオクロックのステータスについての情報が出ています。

オーディオクロックのステータス情報は次の項目を含みます。

-　クロックモード 
-　現在のサンプルレート 

-　入力サンプルレート
-　現在の同期ソース

：　スレーブとマスターの選択。【詳細設定>Setup>Clock】ページで変更できます。
：　現在使用されているサンプルレート。クロックがスレーブモードなら、入力サンプルレートに対応します。クロックが
　  マスターモードなら、【詳細設定>Setup>Clock】ページで選択されているサンプルレートに対応します。
：　現在選択されている入力で検出されたサンプルレート。
：　クロックモードがマスター設定されていれば内部クロックの可能性があります。あるいは現在選択されているソース
　  に関連したものが表示されます。
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4.3　その他のユーティリティツール
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オーディオクロックセットアップ

オーディオクロックセットアップは【トップメニュー>詳細設定>Setup>Clock】から編集できます。

Setup/Clockページには次の項目が含まれます。

・　オーディオクロックステータス情報
・　クロックモード 
・　クロックソース 
・　オーディオバッファーサイズ 

 

デフォルトのバッファーサイズは1024です。デフォルト設定を維持することを推奨します。

： 【トップメニュー>Clock】ページと同様の情報
： スレーブまたはマスターモード
： デジタル入力またはAltitude32の内部クロック
： レイテンシーを軽減するために使われる様々なバッファーサイズ。より詳細な設定をご希望の方のみ推奨。

詳細設定
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入力と出力を測定する

Altitude 32にはセットアップ中にテストやマニュアル操作を実行するための幅広いオーディオユーティリティーがあります。
オーディオユーティリティーにアクセスする方法
　　【トップメニュー>詳細設定>Processor】を開く。

Processorのメインページには入力と出力のメーターとサイドにタブが表示されています。
入力と出力のレベルは【Processor>Meters】ページでモニターすることができます。ピークレベルとRMSレベルどちらも表示されます。

各チャンネルのピークレベルを視覚化することができます。
・Memボタンを押すと各チャンネルで登録された最高レベルを表示することができます。飽和レベル近くなるとチャンネル名が赤く表示されます。
・Clearボタンを押すとそのグループの全チャンネルのメモリーと表示がリセットされます。

重要な注意：デジタル信号は理論上0dBFSを超えることはありません。従って各デジタル入力チャンネルの上にあ
る赤いタグは単に0dBFSという最大レベルに達したことを知らせるだけで、必ずしもディストーションまたはクリッ
ピングを示しているわけではありません。

詳細設定

タブ
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スピーカーにピンクノイズを送る

重要な注意：テスト信号を再生する前に出力レベルにご注意下さい。正弦波とピンクノイズはどちらも-20dBFS 
RMSで生成されます。

注意：ピンクノイズを発生するには、ワードクロック同期している必要があります。アナログソースを使用するか、
あるいはAltitude32が接続されているデジタルデバイスがクロック信号を送っていることをご確認ください。

ピンクノイズは以下の手段で送ることができます。
①　スピーカー/ ルームセットアップツール
　　　　　　対応する出力チャンネルのPink Noiseボタンをクリックします。

②　【詳細設定>Processor>Inputs】ページ
各入力チャンネルの処理のオプションは全て【Processor>Inputs】タブで提供されています。
全チャンネルに1000Hzサイン波またはピンクノイズを送信することができます。
　　・　1000Hzサイン波を送る　 ：　Sineボタンをクリック
　　・　ピンクノイズを送る　　　：　Pink Noiseボタンをクリック

① ②

Pink noiseボタン

Sineボタン
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ピンクノイズを有効にしたチャンネルからEQをスタートした場合のみピンクノイズが流れます。このグラフィックEQは主にコンサルタントがISO X
曲線コンプライアンスを検証する時や音色バランスを微調整したい時に使います。

入出力をソロ/ ミュートにする

InputsページとOutputsページにはMuteとSoloボタンがあり、いつでも入力や出力チャンネルをミュートやソロにすることが可能です。
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オプティマイゼーションのオン/オフ切替
Altitude32には、オプティマイゼーションの有無でシステムの音を比較することができます。
オプティマイゼーションの切り替えは2通りあります。

オプティマイゼーションの切り替え方法は2通りあります。　　　　　　　　　　　　　　　
①　Optimization On/Offボタン

②　Bypassボタン

重要な注意：Optimization On/OffおよびBypassボタンは自動補正を有効化/無効化ができますが、マニュアル補
正はの無効化はされません。
-　FIRとグラフィックイコライザ
-　入力と出力ゲイン
-　出力ディレイ
-　バスマネジメント
-　アクティブクロスオーバー

:　【詳細設定>Optimizer Settings>Runtime】ページにある各種ボタンを使ってOptimizerが適用する補正の
　 有効化/ 無効化ができます。】
:　【詳細設定】の設定画面右上にあるbypassボタンはOptimizatiOn/Offボタンに相当します。

①

②

詳細設定
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音響グラフを確認する
Altitude32は補正フィルターとともにTrinnov Optimizationの前後にスピーカーの特性を表示するツールを提供しています。

【詳細設定>Optimizer Graphs】ページで音響グラフを利用できます。複数のスピーカーの音響レスポンスを表示し、振幅、位相、グループディ
レイ、インパルス応答など様々な側面から情報を分析することができます。

詳細設定
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重要な注意点

・　“after”のグラフはオプティマイゼーションパラメーターの効果を示しています。
 　これらのグラフは測定結果ではなく計算による値を示しています。外部キットを使って行った測定で、これらの
　 計算値の精度が立証されています。
・　これらのグラフは【詳細設定>Processor】ページで行ったマニュアル調整ではなく【詳細設定>Optimizer Settings】
　 ページに従って計算された自動フィルターのみを考慮しています。
・　ディスプレイの設定はプリセットに保存されます。

グラフディスプレイオプション

【詳細設定>Optimizer Graphs】ページは左のDisplayエリアと右のConfigエリアから構成されています。
次ページに表示例の図がありますのでご参照ください。

ディスプレイエリア コンフィギュレーションエリア
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必要なディスプレイ表示を選択する

各種データを1つの画面に視覚化することができます。これらのデータは複数のパラメーターを使うことで柔軟な構成が可能です。

以下のパラメータがあります
　・　スピーカー　（L, R, C. Sub….）
　・　測定ポイント
　・　レスポンスのタイプ 

　・　視覚化のタイプ

：　各スピーカーの反応を視覚化することができます。
：　マルチポイント設定の場合、各位置で測定された反応を視覚化することができます。（Pt.1、Pt.2…）
：　オプティマイゼーションの前のスピーカーレスポンス（Before）
　  オプティマイゼーション後のスピーカーレスポンス（After）
 　 フィルターレスポンス（Filter）
：　振幅、ダイレクトフロントの振幅と初期反響のみ、位相、グループディレイ、インパルス応答

A①
②

①　Tabs
②　Subtubs
③　Frames列

③

：　1つのフレーム（グラフ）に重ね合わせたデータ　（図の場合　各スピーカー）
：　1つのタブに縦に配置されたデータの列　（図の場合　Before、After、Filter）
：　サブタブに表示するデータ　（図の場合　各応答の視覚データ）
：　タブに表示するデータ　（図の場合　マルチ測定の各ポイント）

A　Settingsタブ
　・　Graphs Overlay  　
　・　Frames　　　　　
　・　Subtabs　　　　　
　・　Tabs

B　Displayタブ
・　Graphs
・　Frames
・　Zoom

B

ディスプレイエリア

コンフィギュレーションエリア

：　各フレームに表示させるデータの選択
：　Frames列に表示させるデータの選択
：　グラフの拡大/縮小



133

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

ネットワークストリーミング

UPnPプロトコル
Altitude32ネットワークストリーマー機能はUniversal Plug and Play (UPnP)のネットワーキングプロトコルを使用しており、Altitude32は
UPnP Digital Media Rendererデバイスでネットワークから送られたメディアコンテンツを再生するスレーブ機器として使用されます。

Altitude32はDLNA/UPnP対応サーバーとコントロールデバイスを一緒に使用する必要があります。Media ServerはUPnPクライアントとネ
ットワーク上でメディアライブラリをシェアします。Media Controllerはマスターデバイスで、自動的にサーバーを検出しスレーブデバイス
のコントロールとファイルの再生を行います。
サーバーがフォーマットに対応していれば、Altitude32は24bits/192 kHz WAV, ALIFF, FLACおよび16 bits/192 kHz OGGのハイレゾ音楽フ
ァイルをデコードし、再生することができます。

UPnP　ネットワークアーチテクチャー
このアーキテクチャーとは家庭でメディアファイルを再生する最も一般的で快適な方法という意味です。
-　Network-Attached Storage (NAS)またはコンピュータがUPnPサーバーとして使用されていてメディアライブラリをシェアしている
-　ライブラリはタブレットまたはスマートフォンでインストールしたMedia Controllerで閲覧
-　Altitude32をMedia Controllerから再生機器として選択する

注意：ほとんどのNASはUPnP対応サーバーですが、どんなコンピューターもUPnP対応サーバーソフトウェアをイン
ストールすればサーバーになります。スマートフォンやタブレットをメディアコントローラーやサーバーにするアプリ
ケーションなどもリリースされています。
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JRiver  
MediaCenter 

PS Audio 
eLyric Music  Manager  

 

 
 

UPnPサーバー兼コントローラ

 24 bits 192 再生

 ビットパーフェクトストリーミング

 WAVE AIFF FLAC OFF 対応

アルバムカバーアート表示

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

推奨するUPnPソフトウェア

これらのソフトウェアは次の条件をパスしているソフトウェアになります。

使いやすいグラフィカルユーザーインターフェイス
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JRiver  
MediaCenter ( www.jriver.com )  

 

 
 

PS Audio  
eLyric Music Manager  ( www.psaudio.com )  

 

 

 

JRiver Media Centerはサーバー/コントローラー兼用で使用できる総合的メディアプレーヤでありUPnPプラットフォーム
です。
このソフトウェアはAmethystに最適です。
JRiver Media CenterはPC用とMac用どちらも販売されています。
ダウンロード：www.jriver.com/download.html　

Windows用もMac用もあり、どちらもUPnPサーバー兼コントローラとして使用できます。
ダウンロード： www.psaudio.com/support/downloads/　
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5.1  

 

5.2  

付録

外部ステレオDACを挿入する
・　多種類の出力コネクタを装備しているので、お持ちのハイエンドDACを使ってステレオHiFiシステムを駆動することができます。
・　アナログ出力1-8はAES出力1-8にパラレル出力しています。
・　アナログ出力1-2はステレオアナログSE出力とAES出力1-2にもパラレル出力していて、同時にSPDIF RCAとオプティカルステレオ出力
　  に行くこともできます。
・　ルーティングが正しいことを確認してください。
・　Hi-Fi外部DACを駆動するのに自分に一番合った方法を選ぶことができます。

リモートスタートとストップ
・　Altitude32はWake-on-LANネットワークメッセージによって遠隔に起動することができます。テクニカルサポートは公認インストーラ
　 ーまたは熟練したIT技術者にご相談下さい。
・　Trinnov websiteでダウンロードできるautomation protocolにあるコマンドを使ってネットワーク経由で遠隔にスイッチを切ること
　  もできます。
・　トリガー入力を使って別のディバイスからAltitude32のオンオフ切替を行うこともできます。さらに詳細をご希望の方はお問い合わせ
　 ください。
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5.3  

5.4  

 

 

 

オートメーション

Altitude32の信号フロー

5.4.1　Altitude32の信号フロー

セットアッププロセスとフィルター計算

次のものは省略しております。
・　入力＆出力ルーティング　/　入力＆出力機器
・　マニュアル入力＆出力

アクティブクロスオーバーをセミオートマティックキャリブレーション手順に従ってセットアップします。オプティマイザーのフィルター計
算はスピーカー測定から行います。
リマッピングモードの1つがマニュアルで有効化されると、オプティマイザーキャリブレーションで測定されたソースの入力フォーマット
とスピーカー位置に基にリマッピングフィルターが適用されます。
バスマネジメントクロスオーバーフィルターはスピーカーキャリブレーションの後にも、またキャリブレーションとは関係なく適用されま
す。従ってクロスオーバー周波数とバスマネジメントモードはキャリブレーションの後変更することができます。

RS232またはイーサネットを使ってオートメーションシステムから遠隔にAltitude32をコントロールすることができます。
例としてRS232経由でAltitude32を遠隔にコントロールするCrestronモジュールを作ることも可能です。
プロトコルの仕様は公開されています。Trinnov Audioのウェブサイト（www.trinnov.com）のSupport / Downloadセクションから
ダウンロードできます。
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5.5  

 

5.6  

 

 

 

 

3D スピーカー配置の推奨

スピーカー配置の推奨についての詳細は次の資料を参照して下さい。

・　Auro Technologiesから入手できるAuro-3D Home Tehatre Setup Installation Guidelines
http://www.auro-3d.com/wp-content/uploads/documents/Auro-3D-Home-Theater-Setup-Guidelines_lores.pdf
・　Dolbyから入手できるDolby Atmos Home Theatre Installation Guidelines
http://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-atmos/dolby-atmos-home-theater-installation-guidelines.pdf

注意：2016年1月現在、DTS X Home Theatre Installation Guidelinesはまだ入手できません。

DB25　コネクターピンアウト

Altitude32はアナログとAES/EBU接続に入力、出力ともDB25を使っています。
以下の図のような広く使われているTascam DB25ピン配置を使っています。

　　　注意：広く普及しているピンアウト
　　　としてはYAMAHA製ものがあります。
Altitude32に接続する前に機器がどちらのピ
ンアウトを使っているかチェックして下さい。
非バランス接続は信号をSubD-Hotに接続し
SubD-Coldにシールドする必要があります。
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Altitude32が使っているマイクの個別補正ファイルは【詳細設定>Optimizer Settings>Calibration】ページで変更可能です。

Configureページに表示されているマイクのシリアルナンバーとマイクの底面のラベルとは必ず一致していることを確認して下さい。
一致していない場合は必要な測定のConfigureボタンを押して正しい補正ファイルを選んでください。
将来的な測定のためにはDefault Microphoneボタンを使って工場プリセットで自動的に選択される必要な補正ファイルを作製して下さい。

順序通りにカプセルの接続をしなければ、スピーカーの3D位置特定は実行されません。

5.7  3Dマイクロフォン個別補正ファイル
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