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権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよ

はじめに

び本書の内容の全部または一部を複写すること、およ
びこのソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権

安全のために（付属）

法上禁止されております。
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本機を安全に使うための注意事項が記載されています。
必ずお読みください。

ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、ま
たは第三者からのいかなる請求についても、当社は一

取扱説明書（本書／ Web）
よび操作のしかたが記載されています。

切その責任を負いかねます。
万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り
替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

ヘルプガイド

このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更
することがありますが、ご了承ください。

この取扱説明書には、本機の各部の名称や設置、接続お

･ Audinate®、Audinate のロゴ、および Dante は
Audinate Pty Ltd の商標です。

Microphone Array System Manager MASM-1 の画面の項
目と機能が記載されています。

･ Microsoft、Windows および Internet Explorer は、
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国

システムインテグレーションガイド

における登録商標です。
･ JavaScript は、Oracle Corporation およびその子会

本機と関連機器のシステム設計、設定、および運用に必
要な情報が記載されています。

社、関連会社の米国およびその他の国における登録
商標または商標です。
･ Google Chrome は、Google Inc. の登録商標です。
その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般
に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、

この取扱説明書の使いか
た

本文中で

この取扱説明書は、コンピューターの画面上に表示して
読まれることを想定して書かれています。
ここでは、ご活用いただくために知っておいていただき
たい内容を記載しています。
操作の前にお読みください。

関連ページへのジャンプ
コンピューターの画面上でご覧になっている場合、関連
ページが表示されている部分をクリックすると、その説
明のページへジャンプします。関連ページが簡単に検索
できます。

ソフトウェアの画面例について
この取扱説明書に記載されているソフトウェアの画面は、
説明のためのサンプルです。実際の画面とは異なること
がありますので、ご了承ください。

本書のプリントアウトについて
本書をプリントする場合、お使いのシステムによっては、
画面やイラストの細部までを再現できないことがありま
すが、ご了承ください。
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®、TM マークは明記しておりません。

特長

各部の名称と働き

MAS-A100 は、ハンズフリーでの拡声と高音質・広範囲
の収録を同時に実現するビームフォーミング方式のシー
リングマイクロフォンです。

シーリングブラケット

講師やプレゼンターは、面倒な準備、機器操作をするこ
となく、自由に両手を使って円滑に講義やプレゼンテー
ションを行えます。
また、本機は Dante 方式によるオーディオ伝送、PoE ス
イッチングハブによる電源供給に対応しています。1 本の
ネットワークケーブルでさまざまなオーディオシステム
と接続することができます。

本体（上面）

本体（底面）

 フック
本体の内蔵ワイヤーロープを引っ掛けます。
詳しくは、「設置する」（7 ページ）をご覧ください。
 LED（STATUS ランプ）
本機に電源が入ると点灯します。
LED は通電時でも消灯にすることができます。また
LED の点灯色は変更できます（23 ページ）
。
LED がグリーンとレッドで交互に点滅したときは、
ソニーのサービス窓口にお問い合わせください。
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LAN（ネットワーク）端子（RJ-45）

設置・接続、設定操作の
流れ

別売の LAN ケーブル（100/1000BASE-T Cat5e UTP
以上）で 100BASE-TX、または 1000BASE-T 対応の
PoE スイッチングハブと接続します。
ケーブルを接続すると、本機の電源が入り、ケーブ

本機の設置と接続、および設定を以下の手順で行います。

ルを抜くと電源が切れます。

本機を設置・接続する（7 ページ）

ご注意



安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧
を持つ可能性があるコネクターをこの端子に接続し
ないでください。接続については本書の指示に従っ

Web ブラウザーから本機に管理者でアクセスする
（10 ページ）

てください。



 アース接続用ネジ穴
アース線を接続します。
詳しくは、
「設置する」（7 ページ）をご覧ください。

初回起動時の設定を行う（11 ページ）



 内蔵ワイヤーロープ

機器設定およびキャリブレーションを行う
（15 ページ）

本機の天井からの落下を防ぐワイヤーです。
取り付け方法は「設置する」（7 ページ）をご覧くだ



さい。
 リセットスイッチ
穴に先端が細いものを差し込んで内部のスイッチを

運用を開始する（27 ページ）

10 秒以上押し続けると、設定が工場出荷時にリセッ
トされます。
リセットは、
［メンテナンス］メニューの［初期化］
で行うこともできます。
 ケーブルホルダー
LAN ケーブルを固定します。
詳しくは、
「設置する」（7 ページ）をご覧ください。

5

システム構成例
代表的なシステム構成例を以下に示します。

設定・操作用 PC

Dante 対応ミキサー / アンプ
MAS-A100

MAS-A100
PoE スイッチング
ハブ

レコーダー
スピーカーシステム
LAN ケーブル（RJ-45 100/1000BASE-T
Cat5e UTP 以上）
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音声記録

既存のジャンクションボックスを使
用する場合

設置と接続

シーリングブラケットをジャンクションボックスに取り
付けます。ネジは付属していません。

設置する

下図に太線で示した部分が本体の後面になるように、
シーリングブラケットを取り付けてください。

本機の取り付けには、付属のシーリングブラケットを使
用してください。

･ 天井などの高所へ設置する際は、専門の工事業者に依頼
してください。
･ 高所への設置は、設置部および使用する取り付け部材
（付属品を除く）が、本機と取り付け金具を含む重量に
充分耐えられる強度があることを確認のうえ、確実に取
り付けてください。充分な強度がないと落下して大けが
の原因となります。
･ 落下事故防止のため、内蔵ワイヤーロープを必ずシーリ
ングブラケットに取り付けてください。
･ 高所へ設置した場合は、1 年に一度は取り付けがゆるん

取り付けネジについて
設置する場所や材質により、使用するネジ類（付属して
いません）が異なります。
鋼材の場合：M4 ネジとナットで固定してください。

でいないことを点検してください。また、使用状況に応
じて点検の間隔を短くしてください。

木材の場合：タッピンネジ（呼び径 4）で固定してくださ
い。板厚は 15 mm 以上必要です。

ご注意
屋外には設置しないでください。

コンクリートの場合：ドライビット、またはプラグボル
トで固定してください。
ジャンクションボックスの場合：ジャンクションボック
スのネジ穴に合ったネジで固定してください。

設置する前に
本機の SONY ロゴが前面になるように設置方向を決めて
から、必要に応じて配線用の穴やネジ穴を開けてくださ

設置する場所や材質により、適切な取り付けネジを使用
してください。適切な取り付けネジを使用しないと落下
して大けがの原因になります。

い。

直接取り付ける場合
付属のテンプレートを使って配線用の穴（φ50 mm）を
開け、シーリングブラケット取付用のネジ穴（3 か所）の
位置を決めます。

Φ1 2

0m
m

3- ネジ
位置合せ
穴
Φ50 mm
（ケーブル穴）

本体取り付けネジ方向
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ケーブルホルダー

設置のしかた

1

本体の内蔵ワイヤーロープをシーリングブラケット
のフックに引っ掛ける。
フック
天井

本体側部から
引き出す場合

シーリング
ブラケット

内蔵ワイヤー
ロープ

シーリングブラケット中
央の穴から引き出す場合

ご注意
･ 本体がシーリングブラケットにぶら下がった状態
で作業が可能ですが、大きな力を加えないでくだ
さい。
･ LAN ケーブルは本体側部、またはシーリングブラ
ケット中央の穴から引き出せます。どちらの場合
でも、必ずケーブルホルダーでケーブルを固定し
てください。
･ ケーブルが太いもの、コネクターにブーツが付い
ているものは接続できない場合があります。

ご注意

3

･ 内蔵ワイヤーロープをフックに確実に掛けてくだ
さい。
･ 内蔵ワイヤーロープがねじれないようにしてくだ
さい。

2

本体のマークとシーリングブラケットのマークの
頂点を合わせて本体をシーリングブラケットに差し
込む。

本体に LAN ケーブルとアース線を接続する。
アース線（別売）はアース接続用ネジ穴とワッ
シャーの間に挟み込み、ネジ（別売）を締めて固定
します。

4

本体を時計回りに回転させる。

5

本体取り付けネジで本体とシーリングブラケットを
固定する。
本体取り付けネジ

アース固定用ネジ：M4 ネジ（ネジ部長さ 6 mm 以
下）

ご注意
･ ネジは本体から外れません。
･ ネジが固定できない場合は、本体とシーリングブ
ラケットの差し込み状態を再確認してください。
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本体の外しかた

1

接続する

本体が回転できる状態になるまで、本体取り付けネ

本体に接続した LAN ケーブルを PoE スイッチングハブ

ジを緩める。

に接続します。
本機の電源は、IEEE802.3af PoE Class 0 機器から供給さ

ご注意

れます。

ネジは本体から外れません。

2
3

本体を反時計回りに回転させて、シーリングブラ
ケットから取り外す。
ケーブル類を取り外す。
ご注意
本体がシーリングブラケットにぶら下がった状態で
作業が可能ですが、大きな力を加えないでください。

4

内蔵ワイヤーロープをシーリングブラケットから外
し、本体を取り外す。
ご注意
シーリングブラケットから本体を取り外すときは、
必ず本体を押さえてください。本体が落ちる危険が
あります。
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初回起動時の設定

Web ブラウザーから本機
にアクセスする

本機の初回起動時に次の設定を必ず行ってください。こ
の設定は管理者が行います。

Web ブラウザーから本機にアクセスするための設定を行
います。設定には Microphone Array System Manager
MASM-1、および Dante Controller が必要です。
詳しくはシステムインテグレーションガイドをご覧くだ

コンピューターを準備す
る

さい。
ご注意

コンピューターを用意して、ネットワークに接続してく

本機にアクセスするためには、ユーザー名とパスワード

ださい。推奨動作環境は以下のとおりです。
OS：Windows 10（64bit 版）

による認証が必要です。本機工場出荷時のユーザー名と
パスワードは次のとおりです。

Web ブラウザー：Google Chrome Ver.70 以上

ユーザー名：admin

ディスプレイ解像度：1024×768 以上

パスワード：Admin̲1234

ご注意
･ タブレットモードはオフにしてください。
･ ブラウザーの戻るボタンは使用しないでください。
･ 本機にアクセスしたときに表示される Web ページは
JavaScript を使用しています。ご使用のコンピューター
でウイルス対策ソフトウェアなどをお使いの場合には、
Web ページが正しく表示されない場合があります。
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4

初回起動時の設定をする

5

管理者で本機にアクセスすると、
［初回起動設定］画面が

設定完了後、［Next］ボタンをクリックする。
管理者のアカウント名、およびパスワードを設定す
る。

表示されます。以下の手順に従って設定を行ってくださ
い。
ご注意
･ 本機への最初のアクセス時に使用したユーザー名とパス
ワードは、初回起動時設定で必ず変更してください。
･ ネットワーク設定の変更を行った場合には、変更後の
ネットワーク情報で本機に再アクセスしてください。

1

EULA（End User License Agreement）の内容
を確認する。

2

［AGREE AND START］ボタンをクリックする。
［ユーザー名］：管理者のユーザー名を 5 〜 16 文字で
入力します。
［現在のパスワード］：現在設定しているパスワード
を 8 〜 64 文字で入力します。
［新しいパスワード］：新しく設定したいパスワード
を 8 〜 64 文字で入力します。
［パスワード確認］：新しく設定したいパスワードの
確認のために、新しいパスワードに入力した文字
と同じ文字を再入力します。
ご注意
ユーザー名、およびパスワードに使用可能な文字列

3

は以下のとおりです。また、パスワードには、英字
大文字、英字小文字、および数字の 3 種類の文字を

使用する言語を選択する。

含めてください。
− 英数字
− 記号（!$%'()=-~^|@`[{}]_/?<>+*.）

6

［英語］、
［フランス語］、
［ドイツ語］、［スペイン語］、
［中国語］、
［日本語］から選択できます。
言語選択後、選択した言語表示に切り替わります。

11

設定完了後、［Next］ボタンをクリックする。
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IP アドレス（IPv6）を自動的に取得するときは
［IPv6 アドレスを自動的に取得］にチェックを付け

ネットワークを設定する。

ると、IP アドレス、プレフィックス長、デフォルト
ゲートウェイが自動的に割り当てられます。
［IPv6 アドレス 1］［IPv6 アドレス 2］
：現在の
IPv6 アドレスを表示します。
［リンクローカル IP アドレス］：現在の IPv6 リンク
ローカルアドレスを表示します。
［プレフィックス長］：現在のプレフィックス長を表
示します。
［IPv6 デフォルトゲートウェイ］
：現在の IPv6 デ
フォルトゲートウェイを表示します。
ご注意
･［IPv6 アドレスを自動的に取得］を選択する場合
は、IPv6 の割り当てが可能なことをネットワーク
管理者に確認してください。
･ マルチプレフィックス環境での運用はサポートし
ていないため、正しく通信できない可能性があり
ます。

［MAC アドレス］
：本機の MAC アドレスを表示しま
す。
［HTTP ポート番号］
：HTTP で使用するポート番号

固定 IP アドレス（IPv6）を設定するときは
［IPv6 アドレスを自動的に取得］のチェックを外し
て以下の項目を入力します。

を入力します。
［HTTPS ポート番号］：HTTPS で使用するポート番

［IPv6 アドレス 1］：本機の IP アドレスを入力しま
す。
［プレフィックス長］：プレフィックス長を入力しま

号を入力します。
ご注意

す。
［IPv6 デフォルトゲートウェイ］
：デフォルトゲート

中国向けモデルには SSL 機能は搭載されていません。

ウェイを入力します。
IP アドレス（IPv4）を DHCP サーバーから自動的
に取得するときは
［IP アドレスを自動的に取得（DHCP）
］にチェック
を付けると、IP アドレス、サブネットマスク、デ

DNS サーバーのアドレスを自動取得するときは
［DNS サーバーのアドレスを自動的に取得］に
チェックを付けると、プライマリー DNS サーバー、

フォルトゲートウェイが自動的に割り当てられます。
［IP アドレス］
：現在の IP アドレスを表示します。

セカンダリー DNS サーバーのアドレスが自動的に割
り当てられます。

［サブネットマスク］：現在のサブネットマスク値を
表示します。

［プライマリー DNS サーバー］
：現在のプライマ
リー DNS サーバーの IP アドレスを表示します。

［デフォルトゲートウェイ］：現在のデフォルトゲー
トウェイを表示します。

［セカンダリー DNS サーバー］
：現在のセカンダ
リー DNS サーバーの IP アドレスを表示します。

ご注意

ご注意

［IP アドレスを自動的に取得（DHCP）
］を選択する
場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼働し
ていることを確認してください。

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得するために
は、［IP アドレスを自動的に取得（DHCP）］
、または
［IPv6 アドレスを自動的に取得］のいずれかが有効
になっている必要があります。自動的にサーバーア
ドレスが取得できる環境かどうか、ネットワーク管

固定 IP アドレス（IPv4）を設定するときは
［IP アドレスを自動的に取得（DHCP）
］のチェック
を外して以下の項目を入力します。
［IP アドレス］
：本機の IP アドレスを入力します。

理者に確認してください。

［サブネットマスク］：サブネットマスク値を入力し
ます。

DNS サーバーのアドレスを設定するときは
［DNS サーバーのアドレスを自動的に取得］の
チェックを外して以下の項目を入力します。

［デフォルトゲートウェイ］：デフォルトゲートウェ
イを入力します。

［プライマリー DNS サーバー］
：プライマリー DNS
サーバーの IP アドレスを入力します。
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［タイムゾーン選択］
本機が設置してある地域に合わせ、グリニッジ標準

［セカンダリー DNS サーバー］
：必要に応じて、セ
カンダリー DNS サーバーの IP アドレスを入力し
ます。

8

設定完了後、
［Next］ボタンをクリックする。

9

日付・時刻を設定する。

時刻との時差を設定します。
ご注意
［タイムゾーン選択］で選択したタイムゾーンとコン
ピューターのタイムゾーンが異なる場合は、タイム
ゾーンの差を反映した日付 / 時刻が本機に設定され
ます。
自動的に夏時間を調整するには
［自動的に夏時間の調整をする］にチェックを付ける
と、選択したタイムゾーンの夏時間に合わせて自動
的に時刻の修正が行われます。

10 設定完了後、［OK］ボタンをクリックする。
以上で初回起動時設定は完了です。
完了後、次の画面が表示されます。

［現在時刻］
本機に設定されている日付・時刻を表示します。
ご注意
お買い上げ時、時刻の設定が合っていない場合があ
ります。必ず確認してください。
［コンピューターの現在時刻］
使用しているコンピューターの日付・時刻を表示し
ます。
［情報］メニューに本機の状態が表示されます。

［日付・時刻フォーマット］
表示する日付・時刻の書式を選択します。
［年 - 月 - 日 時 : 分 : 秒］、
［月 - 日 - 年 時 : 分 : 秒］
、

［情報］メニューについては、
「［情報］メニュー」
（16 ページ）をご覧ください。

［日 - 月 - 年 時 : 分 : 秒］から選択できます。

11 引き続き、本機の機器設定を行うため、［管理者メ

［時間設定］
日付・時刻の設定方法を選択します。
［変更なし］：本機の日付・時刻を設定しない場合に

ニュー］をクリックする。

選択します。
［PC 同期］：本機の日付・時刻をコンピューターの
日付 / 時刻と合わせるときに選択します。

管理者以外のユーザーで本機にアクセスしている場

［手動設定］：本機の日付・時刻を手動設定するとき
に選択します。［現在時刻］の欄に設定します。

を入力して［OK］ボタンをクリックして、管理者で
アクセスしてください。

補足
合、認証ダイアログが表示されます。
認証ダイアログに管理者のユーザー名とパスワード

［NTP 同期］：本機の日付・時刻を時刻サーバーの
NTP（Network Time Protocol）サーバーと同期
させる場合に選択します。［NTP 同期］を選択し
た場合は、NTP サーバーを設定してください。
［NTP サーバー］
入力された NTP サーバーアドレスに対して同期を取
ります。
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本機の機器設定画面が表示されます。

本機の機器設定については、
「本機の設定（機器設
定）
」（15 ページ）をご覧ください。
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 操作アイコン

本機の設定（機器設定）
本機共通の機器設定をメニューごとに行います。

Main 出力の状態を通常 / ミュートで切り替えます。

この設定は管理者が行います。

アイコンをクリックすると状態が切り替わり、本機
の状態表示も切り替わります。本機の状態がアク
ティブの状態のときに操作できます。
･ Main 出力が通常のとき

画面の構成
この画面から本機の設定、および操作を行います。
･ Main 出力がミュートのとき

本機のアクティブ / スタンバイ状態を切り替えます。
アイコンをクリックすると状態が切り替わり、本機
の状態表示も切り替わります。
･ 本機がアクティブのとき

 状態表示
本機がアクティブ状態のときの表示

･ 本機がスタンバイのとき

1 行目：本機の名前が表示されます。
アイコンをクリックすると本機の LED が点滅しま

2 行目：本機の IP アドレスを表示します。一般ユー
ザーでアクセスしているときは表示されません。

す。
複数の機器を設置している場合に、どの機器の設定

3 行目：Main 出力、および Rec 出力の状態を表示し
ます。Main 出力の表示は、Main 出力がミュート

を行うのかが分かります。

になると、［ミュート］に切り替わります。Rec
出力は常に［アクティブ］表示です。

 機器設定メニュー
オーディオやネットワークなどの本機共通の機器設
定を行うときにクリックします。

本機がスタンバイ状態のときの表示

 操作・設定エリア
選択中の機器設定メニューの設定画面が表示されま
す。

1 行目：本機の名前が表示されます。
2 行目：本機の IP アドレスを表示します。一般ユー
ザーでアクセスしているときは表示されません。
3 行目：Main 出力、および Rec 出力の状態を表示し
ます。スタンバイ状態のときは、どちらも
［ミュート］表示です。
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機器設定メニューの基本
操作

［情報］メニュー
本機の情報、および状態を表示します。

画面左側の機器設定メニューをクリックすると、そのメ
ニューの設定画面が表示されます。

［名前］：本機の名前を表示します。
［説明］：ユーザーが任意に設定した本機の説明を表示し
ます。

設定画面に複数のタブが表示されている場合、そのタブ
をクリックすると設定画面が切り替わります。

［パス 1］〜［パス 3］
：ユーザーが任意に設定した文字列
（建物の名称、フロア番号、教室名など）を表示しま
す。
［モデル名］：モデル名を表示します。
［シリアル番号］：シリアル番号を表示します。
［ソフトウェアバージョン］：ソフトウェアバージョンを
表示します。
［Default Dante ID］：工場出荷時の Dante ID を表示し
ます。
上記項目には、
［システム］メニューの［デバイス情報］
タブの設定が反映されます。
［状態］：本機の電源、Main 出力、および Rec 出力の状態
を表示します。

画面下部の次のボタンは設定画面で共通に使用するボタ
ンです。

［OK］
：設定内容を有効にするときにクリックします。こ
のボタンをクリックするまで、設定内容は本機に反映
されません。
［Cancel］：設定した内容を無効にして、元の状態に戻す
ときにクリックします。
ご注意
設定項目は、現在設定できる項目のみが表示されます。
薄くグレーアウトされている項目は設定できません。
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［収音範囲］：
［Main Output］の場合と同じです。

［オーディオ］メニュー

［ノイズゲート］：
［Main Output］の場合と同じです。

本機のオーディオ設定を行います。

［Common］
［Main Output］、［Rec Output］の両方に反映される設定
です。
［ノイズ軽減］：外部環境のノイズを軽減します。軽減量
を［高］、
［中」、
［低］から選択します。
［高］に設定すると、ノイズ軽減が強く働きますが、
音質に影響を与えることがあります。
［イコライザー］：
［60Hz］
、［250Hz］
、［1kHz］、
［4kHz］、
および［12kHz］の周波数帯別にゲインを調整します。
ゲインは、− 12 dB 〜 +12 dB の範囲で 1 dB 単位で設
定します。

設定を保存するには
［Set］ボタンをクリックします。
［Reset］ボタンをクリックすると、設定内容を保存しな
いで、変更前の設定内容に戻ります。
ご注意
［Reset］ボタンでは、工場出荷時設定に戻すことはでき
ません。工場出荷時設定に戻すには、本機の初期化操作
を行ってください（25 ページ）。

オーディオ設定
キャリブレーション

［Main Output］

キャリブレーション操作で、本機の出力を最適化します。

スピーカーなどのオーディオ機器への出力設定を行いま

キャリブレーションは、本機の使用環境が変わったとき、
その都度実行する必要があります。

す。
［出力レベル］：本機の出力レベルをレベルメーターで表
示します。バーの数が多いほど音量が大きいことを示
します。

補足
キャリブレーション対象は［Main Output］のみです。

［ゲインリミット］：マイクゲインが音質を保持できる限
界を超えているときに点灯します。

1

［マイクゲイン］：マイクゲインを設定します。−、＋ボ
タンをクリックまたは値を直接入力して、− 60 dB 〜
+12 dB の範囲で 1 dB 単位で設定します。

画面左下の［キャリブレーション］ボタンをクリッ
クする。
［Main Output のキャリブレーション］画面が表示さ
れます。

［収音範囲］：本マイクで収音する範囲を［狭い］、
［標
準］、
［広い］から選択します。
［ハウリング抑制］：ハウリングの抑制効果を［高］、
［中］
、［低］から選択します。［高］を選択すると、ハ
ウリングの抑制効果が高くなりますが、音質の変化が
大きくなります。
［ノイズゲート］：入力レベルが小さいときに音声を減衰
させる機能です。効果の効き具合を［OFF]、
［高］
、
［中］
、［低］から選択します。
本機能を有効にすると、雑音や小さな入力音声が低減
されます。ただし、音声の入力を検知するのに時間が
かかり、話し始めの音声が欠けることがあります。
［Rec Output］
記録用の出力設定を行います。
［出力レベル］：
［Main Output］の場合と同じです。
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2

画面の指示に従いキャリブレーションを行う。
補足

［ネットワーク］メニュー
本機とコンピューターを接続するためのネットワーク設

［Tips］をクリックすると、ヒントが別画面で表示さ
れます。
［Tips］画面には、キャリブレーション結果

定を行います。

のスコアの説明、および高いスコアを得るためのヒ
ントが記載されています。
［Tips］画面を閉じるには、画面上のどこかをクリッ
クします。

3

キャリブレーションが完了したら、
［戻る］ボタンを
クリックする。

設定内容については、
「初回起動時の設定をする」（11
ページ）の手順 7 をご覧ください。
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英字小文字、および数字の 3 種類の文字を含めてくださ

［セキュリティ］メニュー

い。
−英数字

本機のセキュリティに関係する設定を行います。

−記号（!$%'()=-~^|@`[{}]_/?<>+*.）
･ ユーザーを追加するときは、ユーザー名と新しいパス

画面は［ユーザー］、
［アクセス制限］、
［SSL］
、
［Referer］
のタブで構成されます。

ワードの設定が必要です。
･ ユーザー情報を変更するときは、すべての項目の再設定
が必要です。
･ ユーザーを削除するときは、
［現在のパスワード］以外
の項目は空欄にしてください。

［ユーザー］タブ
ユーザーを設定します。
管理者 1 名、および 9 人のユーザーに対してユーザー名
とパスワード、およびユーザーの権限設定が行えます。

［アクセス制限］タブ
本機にアクセスできるコンピューターを制限するセキュ
リティ機能を設定します。
IPv6 使用時も同様にネットワークごとにセキュリティの
設定ができます。

管理者と一般ユーザーについて
本機では、ユーザーを管理者と一般ユーザーに区別して
います。
管理者は本機のすべての設定、および本機の操作を行え
ます。一般ユーザーは一部の設定、および本機の操作を
IP アドレス制限を有効にするには

行えます。
［管理者］
、［ユーザー 1］〜［ユーザー 9］

［IP アドレスによるアクセス制限］の［有効］を選択する
と、以下の項目が設定可能になります。

管理者と各一般ユーザーに対して次の項目を設定します。
［ユーザー名］：ユーザー名を 5 〜 16 文字で入力します。

［デフォルトポリシー］
［許可］または［不許可］のどちらかを選択して、［ネッ
トワークアドレス / サブネット 1］〜［ネットワークアド
レス / サブネット 10］に設定したネットワークアドレス

［現在のパスワード］：現在設定しているパスワードを 8
〜 64 文字で入力します。
［新しいパスワード］：新しく設定したいパスワードを 8
〜 64 文字で入力します。

以外のコンピューターに対して、アクセス制限を許可す
るか拒否するかを設定します。

［パスワード確認］：新しく設定したいパスワードの確認
のために、新しいパスワードに入力した文字と同じ文
字を再入力します。
管理者権限の選択：ユーザーに管理者権限を与えるとき

［ネットワークアドレス / サブネット 1］〜［ネットワー
クアドレス / サブネット 10］

は［管理者］、管理者権限のない一般ユーザーにする
ときは［ユーザー］を選択します。

アクセスを許可または拒否したいネットワークアドレス /
サブネットマスク値を入力します。
10 種類のネットワークアドレスとサブネットマスクが設
定可能です。
サブネットマスクには 8 〜 32 を入力します。（IPv6 の場

ご注意
･ ユーザー名、およびパスワードに使用可能な文字列は以

合は、8 〜 128 を入力）
それぞれのネットワークアドレス / サブネットマスクに

下のとおりです。また、パスワードには、英字大文字、

対して、個別にアクセス制限の［許可］または［不許可］
を設定します。
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SSL 接続を行うときの注意

補足

SSL 機能を［有効］に設定して SSL 接続のみを行う場合、

･ サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からの

SSL 機能が適切に動作しないと本機にアクセスできなく
なります。

ビット数を表します。例えば 255.255.255.0 のサブネッ
トマスクに対しては 24 になります。
「192.168.0.0/24」、
［許可］と設定すれば 192.168.0.0 〜

この場合、本機の設定を工場出荷時設定に戻す必要があ
ります。
（すべての設定内容が初期化されます。
）

192.168.0.255 の IP アドレスのコンピューターのアクセ
スが許可されます。

これらを避けるため、設定操作の前に SSL 接続が可能か
どうかを次の手順で確認してください。

･ アクセス制限を［不許可］に設定した IP アドレスのコ
ンピューターからでも、セキュリティメニューの［ユー

1

ザー］タブで管理者権限に設定したユーザー名とパス
ワードを認証画面で入力すると本機にアクセスすること

SSL 機能を［有効（同時に HTTP 接続を許可）
］に設
定する。

ができます。

ご注意
必ず［有効（同時に HTTP 接続を許可）
］を選択し
てください。選択していない状態で SSL 接続に失敗
すると、本機にアクセスできなくなります。

［SSL］タブ
SSL または TLS 機能（以降 SSL と記載）に関する設定を
行います。この設定を行うことで、クライアント機器と

2

本機との間で SSL 通信が可能になります。

3
4

［OK］ボタンをクリックして Web ブラウザーを閉じ
る。
SSL 接続で Web ブラウザーを表示する。
SSL 接続が可能なことを確認してから、SSL 機能を
［有効］に設定する。

補足
確認の途中で SSL 接続ができなくても、
［有効（同時に
HTTP 接続を許可）
］を選択しておけば、HTTP 接続での
接続が可能です。HTTP 接続で SSL タブの設定内容を確
認してから、もう一度 SSL 接続を確認してください。
［証明書インストール方法］
証明書のインストール方法を選択します。
［外部証明書を利用］：CA 局から発行される証明書（秘密
鍵情報を含む）を使用するモードです。サポートされ

ご注意
･ 中国向けモデルには SSL 機能は搭載されていません。
･ SSL 機能をご使用の場合は、必ず本機の日付と時刻を合

る証明書形式は PKCS#12 形式または PEM 形式です。
［自己署名証明書を利用（テスト用）
］：「自己署名証明書

わせてから設定を行ってください。日付と時刻が合って
いないと、Web ブラウザーで本機に接続できないと

を生成するには」（21 ページ）を使用して生成された
証明書と秘密鍵ペアを使用するモードです。証明書に

いった問題が発生することがあります。
･ SSL の設定を変更したときは Web ブラウザーの更新を

対応する秘密鍵情報は本機内部に保管されています。
証明書を外部からインストールする必要はありません
が、次の理由から SSL 機能のひとつである実在性の証

行ってください。
･ 安全性の高い通信暗号化方式「TLS1.2」を採用してい
ます。

明を行うことができません。
･ 本機が生成した秘密鍵に対して自己署名を行ってい
る
･ ディスティングイッシュネーム（コモンネームな

SSL 機能を有効にするには
SSL 機能を有効にする場合は、
［SSL 機能］のプルダウン
メニューから［有効］を選択します。

ど）にあらかじめ決められた値が入っている
･ お客様のシステムが信頼する CA 局によって証明書

［有効（同時に HTTP 接続を許可）
］を選択すると、SSL
接続と同時に HTTP 接続を行うことができます。
［有効］が選択されている場合は、SSL 接続のみが許可さ

の発行が行われていない
セキュリティ上、動作テストなど完全なセキュリティ
が確保されていなくても問題ない場合のみこの証明書
を使用することをおすすめします。

れます。
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［無効］：証明書が正しく保存・設定されていません。無

ご注意

効になった場合は、以下の原因が考えられます。
･［外部証明書を利用］が選択されているが、証明書

･［自己署名証明書を利用（テスト用）
］を選択した場合、
Web ブラウザーを用いて SSL 接続を行うとセキュリ
ティ警告が表示されることがあります。
･ 本機にインストールする証明書の種類によっては、SSL

に含まれる秘密鍵情報のパスワードが正しく設定さ
れていない
･［外部証明書を利用］が選択されているが、証明書
に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていない。また

接続できないことがあります。

暗号化されていないのに秘密鍵パスワードが設定さ
れている
･［外部証明書を利用］が選択されているが、証明書

証明書をインポートするには
設定画面右下の［参照］ボタンをクリックして、証明書
を選択します。ファイル選択ダイアログで［OK］ボタン
をクリックすると、選択したファイルが本機にインポー
トされます。

に必要な秘密鍵情報が含まれていない
･［自己署名証明書を使用する（テスト用）
］が選択さ
れているが、自己署名証明書が生成されていない

ご注意

ご注意

･ 証明書以外のファイルが選択された場合や、許可されて
いない形式の証明書がインポートされた場合はインポー

インポートする証明書が PKCS#12 形式の場合には、秘密
鍵パスワードを正しく設定しないと［発行者識別名］、
［サブジェクト識別名］
、［有効期間］
、［拡張キー使用方

ト処理が無効となります。
･ ソフトウェアバージョン 2.00 より、以下のような安全

法］の欄に "<Put correct private key password>" と表示
されます。正しい秘密鍵パスワードを設定してください。

性の低い証明書は無効になります。
− 秘密鍵の鍵長が 1024bit 以下のもの
− MD5/SHA1 などの脆弱なアルゴリズムを使用してい
るもの

インポートした証明書や自己署名証明書を削除するには
設定画面内の［削除］ボタンをクリックすると、本機に
インポートした証明書や自己署名証明書が削除されます。

自己署名証明書を生成するには
［証明書インストール方法］で［自己署名証明書を利用

秘密鍵パスワードを設定するには

（テスト用）
］を選択した場合、使用する自己署名証明書
の生成が必要になります。
［生成］ボタンをクリックすると、本機内に自己署名証明

［秘密鍵パスワード］に証明書に含まれる秘密鍵情報のパ
スワードを 50 文字以内で設定します。［証明書インス

書が生成されます。
自己署名証明書を生成した後、さらに［生成］ボタンを

トール方法］が［外部証明書を利用］の場合にのみ入力
可能です。
証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていない場合

クリックすると、本機内で保存している自己署名証明書
が更新されます。

は、本項目を空欄にしてください。
秘密鍵パスワードを入力する場合は、
［リセット］ボタン
をクリックし入力してください。

ご注意
･ 本操作は、必ず本機の日付と時刻を合わせてから行って
ください。日付と時刻が合っていないと、Web ブラウ

ご注意
［リセット］ボタンをクリックした後で秘密鍵パスワード

ザーで接続できないといった問題が発生することがあり
ます。
･ 自己署名証明書生成の［生成］ボタンをクリックする前

の変更を中止する場合は、画面下部の［Cancel］ボタンを
クリックしてください。ただし、
［Cancel］ボタンをク
リックすると［SSL］タブの他の設定項目も変更前の状態
に戻るので注意してください。

に、［証明書インストール方法］に［自己署名証明書を
利用（テスト用）］を選択し［OK］ボタンをクリックし
てください。

［Referer］タブ
証明書の内容を確認するには

［Referer］タブでは、Referer チェックの設定を行いま

証明書が本機に正しく設定されると、
［証明書のステータ
ス］、［発行者識別名］、
［サブジェクト識別名］、
［有効期

す。Referer チェックとは、外部から本機にアクセスが
あったとき、アクセスを要求した Web ページが正当なも

間］、［拡張キー使用法］に情報が表示されます。

のであるかを確認する機能です。正当であると確認でき
ない場合、アクセスを拒否します。

［証明書のステータス］

本機が提供する Web ページ以外からアクセスしたい場合
は、このタブで Web ページを提供するホスト名とポート
番号を登録してください。

証明書の有効 / 無効に関する情報を表示します。ステー
タスには以下の種類があります。
［有効］：証明書が正しく保存・設定されています。
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［External System］
メニュー
本機と同一ネットワーク上の他の機種が本機を制御する
ことを許可する / 許可しないを設定します。
ご注意
本機が安全なネットワーク上に設置されている場合のみ、
本機能を有効にしてください。

［On］：他の機種による本機の制御を許可します。

Referer チェックを有効にするには

［Oﬀ］：他の機種による本機の制御を許可しません。

［Referer チェック］の［有効］を選択します。Referer
チェックを有効にすると［例外リスト］の以下の項目が
設定可能になります。
［番号 1］〜［番号 10］：Referer チェックの対象にしない
ホストを例外リストとして登録します。
［ホスト名］：例外リストに登録する Web ページを提供す
るコンピューター のホスト名または IP アドレスを入
力します。
［ポート番号］：例外リストに登録する Web ページを提供
するコンピューター のポート番号を入力します。
［リセット］：例外の内容をリセットします。
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［オプション］タブ

［システム］メニュー
本機のシステムの基本設定を行います。
画面は［デバイス情報］、
［オプション］、
［日付 · 時刻］タ
ブで構成されます。

［デバイス情報］タブ

［言語］
画面の表示言語を設定します。
［英語］
、［日本語］
、［ドイ
ツ語］、
［フランス語］、
［スペイン語］、
［中国語］から選
択できます。
言語選択後、
［OK］ボタンをクリックすると、選択した
言語表示に切り替わります。
［起動時音声出力］

［モデル名］

起動時の音声出力状態を設定します。

本機のモデル名を表示します。

［通常］：音声が出力できる状態で起動します。
［ミュート］：音声がミュート状態で起動します。

［シリアル番号］
本機のシリアル番号を表示します。

［自動再起動時刻設定］
指定した時刻に本機を再起動する / しないを設定します。

［ソフトウェアバージョン］

［On］に設定すると、再起動時刻を選択できるようになり
ます。

本機のソフトウェアのバージョンを表示します。

設定可能時刻：
（0:00 〜 23:00 1 時間単位）

［Default Dante ID］
工場出荷時の Dante ID を表示します。
［名前］
本機の名前を入力します。入力必須項目です。

［LED］

［説明］

LED を点灯する / 点灯しないを設定します。

ユーザーが任意に設定した本機の説明を入力します。

［On］に設定した場合、本機の状態別に LED の点灯色を
グリーン、アンバー、レッドから選択できます。

［パス 1］〜［パス 3］

［アクティブ］：アクティブ時の LED 点灯色を選択しま
す。
［ミュート］：ミュート時の LED 点灯色を選択します。

ユーザーが任意に設定した文字列（建物の名称、フロア
番号、教室名など）を入力します。
［パス 1］は入力必須
項目です。

［スタンバイ］：スタンバイ時の LED 点灯色を選択しま
す。
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［日付 · 時刻］タブ

ご注意
［タイムゾーン選択］で選択したタイムゾーンとコン
ピューターのタイムゾーンが異なる場合は、タイムゾー
ンの差を反映した日付 · 時刻が本機で設定されます。
自動的に夏時間を調整するには
［自動的に夏時間の調整をする］にチェックを付けると、
選択したタイムゾーンの夏時間に合わせて自動的に時刻
の修正が行われます。

［現在時刻］
本機で設定している日付 · 時刻を表示します。
ご注意
お買い上げ時、時刻の設定が合っていない場合がありま
す。必ず確認してください。
［コンピューターの現在時刻］
使用しているコンピューターの日付・時刻を表示します。
［日付 · 時刻フォーマット］
表示する日付・時刻の書式を選択します。
［年 - 月 - 日 時 : 分 : 秒］、［月 - 日 - 年 時 : 分 : 秒］、
［日 - 月 - 年 時 : 分 : 秒］から選択できます。
［時間設定］
日付・時刻の設定方法を選択します。
［変更なし］：本機の日付・時刻を設定しない場合に選択
します。
［PC 同期］
：本機の日付・時刻をコンピューターの日付 /
時刻と合わせるときに選択します。
［手動設定］：本機の日付・時刻を手動設定するときに選
択します。
［現在時刻］の欄に設定します。
［NTP 同期］
：本機の日付・時刻を時刻サーバーの NTP
（Network Time Protocol）サーバーと同期させる場合
に選択します。
［NTP 同期］を選択した場合は、NTP
サーバーを設定してください。
［NTP サーバー］
入力された NTP サーバーアドレスに対して同期を取りま
す。
［タイムゾーン選択］
本機が設置してある地域に合わせ、グリニッジ標準時刻
との時差を設定します。
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［操作ログ］

［メンテナンス］メニュー

［ダウンロード］ボタンをクリックすると、本機の使用・
操作状況などを記録した操作ログをダウンロードできま
す。

本機のメンテナンスを行います。
画面は、［再起動 / ログ］
、［アップデート］タブで構成さ
れます。

［サービスログ］
［サービスログを本体からダウンロードすることに同意し
ます。］にチェックを付けて、［ダウンロード］ボタンを
クリックすると、システムの解析や修理などのメンテナ

［再起動 / ログ］タブ

ンスの際に参考にするログをダウンロードできます。

補足
何らかのトラブルで本機を再起動 / 初期化するときは、

［アップデート］タブ

トラブルの原因究明のため、再起動 / 初期化の実行前に
操作ログ、およびサービスログをダウンロードしておく
ことをおすすめします。

本機のソフトウェアのバージョンの確認およびアップ
デートを行います。
ソフトウェアをアップデートするには
［ファイル選択］ボタンをクリックしてファームウェア
アップデートファイルを選択後、
［実行］ボタンをクリッ
クします。
自動的に本機が再起動し、アップデートが実行されます。

［再起動］
本機を再起動するときに［再起動］ボタンをクリックし
ます。クリックして表示される確認画面の［OK］ボタン
をクリックすると、本機が再起動します。
［初期化］
本機を工場出荷時の設定に戻すときに使用します。
［工場
出荷時設定］ボタンをクリックして表示される確認画面
の［OK］ボタンをクリックすると、工場出荷時の設定に
戻り、本機が再起動します。
本機のリセットスイッチ操作で、工場出荷時の設定に戻
すこともできます（5 ページ）
。
ネットワーク設定を保持するには
［ネットワーク設定を保持する］にチェックを付けると、
工場出荷時設定に戻しても、ネットワーク設定だけは現
状の設定を維持することができます。対象になるのは
［ネットワーク］メニュー、および［セキュリティ］メ
ニューの設定項目です。
ご注意
お客様の情報を守るため、本機を他者に貸出、譲渡、ま
たは処分する場合は、必ず工場出荷時設定にリセットし
てください。
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［法規制情報］メニュー
本機の EULA および使用ソフトウェアの情報が表示され
ます。
画面は、［EULA］、
［ソフトウェア］タブで構成されます。

［EULA］タブ
EULA（End User License Agreement）の内容を確認で
きます。

［ソフトウェア］タブ
本機で使用しているソフトウェアのライセンスを確認で
きます。
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本機の操作
設定完了後の本機の操作について説明します。

1

Web ブラウザーから本機にアクセスする。
本機へのアクセス方法は、
「Web ブラウザーから本
機にアクセスする」（10 ページ）をご覧ください。
次の画面が表示されます。

管理者でアクセスした場合、
［管理者メニュー］をク
リックすると、機器設定メニューの設定画面が表示
されます。

補足
一般ユーザーでアクセスした場合、
［管理者メ
ニュー］をクリックすると、認証ダイアログが表示
されます。管理者のユーザー名とパスワードを入力
して［OK］ボタンをクリックすると、機器設定メ
ニューが表示されます。

2

本機の状態を確認し、操作する。
詳しくは、
「画面の構成」の「 状態表示」（15
ページ）
、および「 操作アイコン」（15 ページ）
をご覧ください。
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す。パスワードの変更方法については、
「［セキュリ

付録

ティ］メニュー」（19 ページ）をご覧ください。
･ 設定作業中または設定作業後のブラウザーで他のサイト
を閲覧しないでください。ブラウザーにログインした状
態が残りますので、意図しない第三者の使用や悪意のあ

使用上のご注意

るプログラムの実行を防ぐために、設定作業が完了した
ら必ずブラウザーを終了してください。
ご注意

･ お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。

･ 中国向けモデルには SSL 機能は搭載されていません。

故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中
および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたし

･ お客様の情報を守るため、本機を他者に貸出、譲渡、ま
たは処分する場合は、本機の設定を工場出荷時設定にリ

かねますのでご了承ください。
･ 本製品を使用したことによるお客様、または第三者

セットしてください。

からのいかなる請求についても、当社は一切の責任
を負いかねます。
･ 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中
断について、一切の責任を負いかねます。

使用・保管場所について
次のような場所での使用および保管は避けてください。
･ 極端に暑い所や寒い所
･ 直射日光が長時間あたる場所や暖房器具の近く
･ 強い磁気を発するものの近く
･ 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く
･ 振動や衝撃のある所

結露
本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだと
きなど、機器表面や内部に水滴がつくことがあります。
これを結露といいます。結露が起きたときは電源を切り、
結露がなくなるまで放置し、結露がなくなってからご使
用ください。結露時のご使用は機器の故障の原因となる
場合があります。

ネットワークセキュリティについて
･ 通信を行う機器でセキュリティ対策を行わなかった結
果、または、通信仕様上の、やむを得ない事情により、
データ漏洩等、セキュリティ上の問題が発生した場合、
弊社ではそれによって生じたあらゆる損害に対する責任
を負いかねます。
･ 使用環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者か
ら製品にアクセスされる可能性があります。本機をネッ
トワークに接続する際には、セキュアなネットワークで
あることをご確認の上ご使用ください。
本機への不正なアクセスを防ぐため、SSL 機能、
Referer チェック機能などをご活用ください。機能の詳
細は、
「［セキュリティ］メニュー」（19 ページ）をご覧
ください。
･ セキュリティの面から、製品をネットワークに接続して
ご使用になる際は、ブラウザーでコントロール画面にア
クセスし、アクセス制限設定を工場出荷時の設定値から
変更して設定することを強く推奨します。
また、定期的にパスワードを変更することを推奨しま
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表示 / メッセージ一覧
本機の表示に応じて次に示す処置を行ってください。

本機の LED 表示
LED

意味と対策

LED が消灯

･ 本機に電源が供給されていません。PoE LAN ケーブルの接続、および PoE ネット
ワークスイッチの状態を確認してください。
･ ［システム］メニューで LED が消灯に設定されています。［システム］メニュー→
［オプション］タブ→［LED］を On にしてください。

LED がグリーンとレッドで交互に点滅

基板の異常です。ソニーのサービス窓口にご連絡ください。

Web ブラウザー画面に表示
メッセージ

意味と対策

デフォルトの管理者パスワードは使用しないでくださ

デフォルトの管理者パスワードは、本機への初回アクセス時にのみ使用します。「初回起

い。

動時の設定をする」（11 ページ）の手順 5 で管理者のパスワードを再設定してください。

ネットワーク接続が不安定です。

本機とのネットワーク接続を確認してください。

接続を確認してください。
ソフトウェアアップデートに失敗しました。

ソフトウェアアップデートに失敗した可能性があります。ソフトウェアアップデートが

ソフトウェアバージョンを確認してください。

正しく完了したかどうか、本機のバージョンを確認してください。

ソフトウェアバージョンを確認してください。

ソフトウェアアップデートが完了しました。ソフトウェアアップデートが正しく完了し
たかどうか、本機のバージョンを確認してください。
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故障かな？と思ったら
故障とお考えになる前に下記の項目をもう一度チェックしてみてください。また、システムインテグレーションガイドのト
ラブルシューティングもご覧ください。症状が改善しない場合は、ソニーのサービス窓口にご相談ください。
症状

原因

処置

電源が入らない。

PoE スイッチングハブとの接続ケーブルがしっかり

接続ケーブルを奥までしっかり差し込んでください。

接続されていない。
PoE 非対応のスイッチングハブを使用している。

PoE に対応したスイッチングハブを使用してください。

PoE 非対応の LAN ケーブルを使用している。

PoE に対応した LAN ケーブルを使用してください。

PoE スイッチングハブのアースに問題がある。

PoE スイッチングハブの取扱説明書に従って正しく配線
してください。

音声が出力されない。

初回起動設定が完了していない。

「初回起動時の設定をする」（11 ページ）の設定を完了
させてください。

Dante Controller が本機を検出

接続機器がミュートされている。

接続機器のミュートを解除してください。

接続機器の電源が入っていない。

接続機器の電源を入れてください。

Dante Controller の設定が正しくない。

Dante Controller の設定を確認してください。

ネットワークの設定が正しくない。

ネットワークの設定を確認してください。

ネットワークの設定が正しくない。

ネットワークの設定を確認してください。

−

LAN ケーブルを抜き、しばらくしてからもう一度接続

できない。
MASM-1 ソフトウェアが本機
を検出できない。
各処置を実施したが、症状が
改善しない。

してください。
リセットスイッチを押して、工場出荷時の設定に戻して
ください。
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GNU GPL/LGPL 適用
ソフトウェアに関するお
知らせ

主な仕様
一般

本製品には、以下の GNU General Public License（以下
「GPL」とします）または GNU Lesser General Public
License（以下「LGPL」とします）の適用を受けるソフト

電源
消費電力

IEEE802.3af PoE Class 0 機器から供給
最大 13 W

外形寸法

定常 9 W
「外形寸法図（本体）」（32 ページ）およ
び「外形寸法図（シーリングブラ
ケット）」（33 ページ）参照

ウェアが含まれております。お客様は添付の GPL/LGPL
の条件に従いこれらのソフトウェアのソースコードの入
手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたしま
す。
ソースコードは、Web で提供しております。ダウンロー
ドする際には、次の URL にアクセスしてください。
http://oss.sony.net/Products/Linux
なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご
遠慮ください。

質量

約 1 kg（本体のみ）
約 1.3 kg（シーリングブラケット含む）

動作保証温度
動作保証湿度

0 〜 40 ℃
20 〜 80％（結露なきこと）

保存保証温度
保存保証湿度

− 20 〜 +60 ℃
20 〜 80％（結露なきこと）

入出力端子
LAN（1）

RJ-45 100/1000BASE-T Cat5e UTP 以上
のケーブルに対応

LED
STATUS ランプ（1）
グリーン / アンバー / レッド

付属品
シーリングブラケット（1）
テンプレート（1）
安全のために（1）
仕様、および外観は、改良のため予告なく変更すること
がありますが、ご了承ください。

31

外形寸法図（本体）

単位：mm
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シーリングブラケット未装着時
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外形寸法図（シーリングブラケット）

単位：mm
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