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お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の
取り扱いかたを示してあります。この取扱説明書をよくお読みの
うえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。

付属のCD-ROMには、本機の取扱説明書（日本語、英語、フラン
ス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語）がPDFデー
タ形式で入っています。詳しくは、「CD-ROMマニュアルの使い
かた」
（10ページ）をご覧ください。

The supplied CD-ROM includes operating instructions
(Japanese, English, French, German, Italian, Spanish and
Chinese versions) in PDF format. For details, see “Using
the CD-ROM Manual” on page 60.
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安全のために
ソニー製品は安全に十分に配慮して設計されています。し

警告表示の意味

かし、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電

この取扱説明書および製

などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあ

品では、次のような表示

り、危険です。

をしています。表示の内

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

容をよく理解してから本

安全のための注意事項を守る
4〜7ページの注意事項をよくお読みください。

定期点検を実施する
長期間安全に使用していただくために、定期点検を実施す
ることをおすすめします。点検の内容や費用については、お
買い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談窓口にご相談

文をお読みください。

この表示の注意事項を守
らないと、火災や感電な
どにより死亡や大けがな
ど人身事故につながるこ
とがあります。

ください。

故障したら使用を中止する

この表示の注意事項を守
らないと、感電やその他

お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談窓口にご相

の事故によりけがをした

談ください。

り周辺の物品に損害を与

万一、異常が起きたら
• 異常な音、におい、煙が出たら

えたりすることがありま
す。

注意を促す記号

• 落下させたら
m
1 電源を切る。
2 バッテリーまたは外部電源ケーブル、およびすべての接

行為を禁止する記号

続ケーブルを抜く。
3 お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談窓口に
修理を依頼する。

• 炎が出たら
m
1 すぐに電源を切り、消火する。

2

行為を指示する記号
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下記の注意を守らないと、
火災や感電により死亡や大けが
につながることがあります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、バッテリーまたは外部
電源ケーブルや接続ケーブルを抜いて、お買い上げ店またはソニーの業
務用製品ご相談窓口にご相談ください。

指定の電圧および極性で使用する
規定外の電圧および極性で使用すると、火災の原因となることがありま
す。
この取扱説明書に記されている電圧および極性で使用してください。
（50
ページ参照）

外部電源ケーブルを傷つけない
外部電源ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因となります。
• 外部電源ケーブルを加工したり、傷つけたりしない。
• 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
• 外部電源ケーブルを抜くときは、必ずコネクターを持って抜く。
万一、外部電源ケーブルが傷んだら、ソニーの業務用製品ご相談窓口に
交換をご依頼ください。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では設置・使
用しない
上記のような場所およびパワーアンプなど発熱体の近くで設置・使用する
と、火災や感電の原因となることがあります。
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外装を外さない、改造しない
外装を外したり、改造したりすると、感電やけがの原因となることがありま
す。
内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談窓
口にご依頼ください。

製品の上に乗らない、重いものを乗せない
倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。
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下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の
物品に損害を与えることがあります。

電源のON/OFF時には、接続した機器の入力を絞
る
電源のON/OFF時には大きな雑音が発生し、接続した機器あるいはス
ピーカーなどに損害を与えることがあります。

不安定な場所に設置しない
次のような場所に設置すると、倒れたり落ちたりして、けがの原因となる
ことがあります。
• ぐらついた台の上
• 傾いたところ
• 振動や衝撃のかかるところ
また、設置・取り付け場所の強度を充分にお確かめください。
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電池についての安全上のご注意
ここでは、本機で使用可能な乾電池についての注意事項を記載しています。

•
•
•
•
•
•
•

機器の表示にあわせて3と#を正しく入れる。
充電しない。
火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多い場所で使用しない。
液漏れした電池を使用しない。
電池を使い切ったときや、長時間使用しないときは本体から取り出す。

• 外装のチューブをはがしたり、傷つけない。
• 指定された種類の電池以外は使用しない。
• 火のそばや直射日光が当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置し
ない。
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概要
DMX-P01は、ENG/EFP用ポータブルデジタ
ルミキサーです。小型、軽量なので、持ち運
びができ、カムコーダ−、マイクロホンなどと
組み合わせることにより、野外でのデジタル
収録が可能となります。

デジタルカスケード接続が可能
カスケード接続用入出力端子を装備していま
すので、同軸ケーブル１本で、2台のDMXP01をカスケード接続できます。カスケード接
続することにより、入力チャンネルを増設でき
ます。

本機の主な特長は次のとおりです。

高品位な音声信号処理

LCDディスプレイによる豊富な表
示と容易なセットアップが可能

アナログオーディオ信号をデジタル信号に変

LCDディスプレイに、レベルメーター、バッテ

換するためのサンプリング周波数を48 kHz、

リー残量表示、累積使用時間などを表示でき

96 kHzのいずれから選択できます。

ます。

アナログオーディオ信号は、ミキサー内部で

レベルメーターの種類はVU、dBFsと4種類

24ビットのデジタルオーディオ信号に変換し、

のPPMメーターから選択できます。

AES3フォー マット（ AES/EBU端 子 ） や

また、LCDディスプレイに表示されるメニュー

IEC60958フォーマット（COAXIAL端子）の

により各種パラメーターを容易に設定でき、

デジタルオーディオ信号を出力します。

本機の機能をカスタマイズできます。この

サンプリング周波数96 kHz対応のポータブル

LCDディスプレイには、ヒーターが内蔵され

レコーダーへのより高品位な録音も可能とな

ているので、寒い環境での使用でも、良好な

ります。

表示状態が得られます。

4入力・2出力端子装備

デジタルリミッタ−／コンプレッ
サー搭載

入力端子として、マイクレベルからラインレ
ベルまで対応可能な入力端子1〜4を装備

入力チャンネルにデジタルリミッタ−、出力

しています。また、出力端子として2つのア

チャンネルにデジタルコンプレッサー／リミッ

ナログ信号出力端子に加え、AES3フォー

タ−を備えていますので、安定した録音がで

マットのデジタルオーディオ信号出力端子、

きます。

IEC60958フォーマットのデジタル出力端子
（同軸）を装備しています。
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シーンの保存と呼び出しが可能

アナログミキサー同様の操作性

セットアップメニューの設定内容、パラメー

通常使用するボタン類、つまみ類を前面に配

ターロック、パネルロックなどをシーンファイ

置しています。また、メニューでボタン、つま

ルとして10個まで記憶でき、シーンファイルを

み類の動作を禁止する機能を設定すること

呼び出すことで、DMX-P01の動作状態をす

で、誤操作を防止できます。

ばやく切り換えることができます。

堅牢・小型
小型、軽量ですので、容易に持ち運びができ
ます。また、屋外の使用に耐える堅牢なデザ
インです。

本機の性能を保持するために
• 本機は周囲温度0℃〜＋45℃の範囲で使
用してください。

• 常時高温となる場所や、直射日光のあたる
場所では、表面が変色したり、不具合が生

• 表面や端子部の汚れは、乾いた柔らかい布
でふきとってください。シンナーやベンジン
などの薬品類は、表面の仕上げをいためま
すので使わないでください。

じることがありますのでご注意ください。ま
た、ライトやパワーアンプなどの発熱体の上
や近くには置かないでください。

• 水分やほこりの多い所、活性ガスにさらされ
る所で使用したあとは、早めに端子部や本
機表面のお手入れを行ってください。お手
入れを怠ったり、このような場所で長時間
使用したりすると、機器の寿命を縮める恐
れがありますので、ご注意ください。
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CD-ROMマニュアルの使いかた
付属のCD-ROMには、本機の取扱説明書
（日本語、英語、フランス語、
ドイツ語、イタリ

CD-ROMマニュアルを
読むには

ア語、スペイン語、中国語）がPDF形式で収
録されています。

準備
付属のCD-ROMに収納されている取扱説明

CD-ROMに入っている取扱説明書を読むに
は、次のようにします。

1

CD-ROMを CD-ROMドライブ に 入 れ
る。

書をご覧いただくためには、以下のソフトウェ
アがコンピューターにインストールされている

表紙ページが自動的にブラウザーで表

必要があります。

示されます。ブラウザーで自動的に表示

• Adobe Reader 6.0以上

されないときは、CD-ROMに入っている
index.htmファイルをダブルクリックして

メモ

ください。

Adobe Readerがインストールされていない場
合は、下記URLよりダウンロードできます。
http://www.adobe.co.jp/products/
acrobat/readstep2.html

2

読みたい取扱説明書を選択してクリック
する。
取扱説明書のPDFファイルが開きます。

AdobeおよびAdobe Readerは、Adobe System
Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

メモ
Adobe Readerのバージョンによって、ファイ
ルが正しく表示されないことがあります。正し
く表示されない場合は、
「準備」の項のURL
より最新のソフトウェアをダウンロードしてお
使いください。
ご注意
CD-ROMが破損または紛失したため、新しい
CD-ROMをご希望の場合は、お買い上げ店
またはソニーの業務用製品ご相談窓口にご
依頼ください。
（有料）
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各部の名称と働き
前面

1 入力調整部

2 デジタル機能部
3 POWERスイッチ

7 出力調整部
6 ヘッドホン出力音声切り換えつまみ
5 PHONES端子
4 LEVELつまみ

1 入力調整部

1 PAN（パン）つまみ
L/Rバスへのミックスレベルを調整します。可

1 PANつまみ
2 LCFスイッチ

変範囲は、0 dB 〜−3dB（中央の位置）〜
−∞です。

L側に回し切った場合：0dBのゲインをもって
Lバスへ送出されます。Rバスへは完全に
減衰されます。

R側に回し切った場合：0dBのゲインをもっ
てRバスへ送出されます。Lバスは完全に
減衰されます。
5 LINK/M-Sスイッチ

中央位置の場合：−3dBの信号がL/Rバスに

4 入力ゲイン調整つまみ

送出されます。

3 入力レベルつまみ

2 LCF（ローカットフィルター）スイッ
チ
各チャンネルのローカットフィルターの周波
数を選択します。
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各部の名称と働き

OFF：ローカットフィルターを使用しない場
合この位置にします。

A、B：A、Bそれぞれの位置に50〜400 Hz
（48 kHz動作時）、70〜400 Hz（96 kHz
動作時）の間でカットオフ周波数を割り

5 LINK/M-Sスイッチ
このスイッチをLINK/M-S側に切り換えること
により、1-2チャンネル、3-4チャンネルがLINK
モード、またはM-Sモードになります。
LINKモード、M-Sモードの切り換えは、SET

当てることができます。12dB/オクターブ

UPメニューで行います。

のフィルターです。

◆詳しくは、
「5. CH LINK/M-Sサブメニュー」
（33ページ）をご覧ください。

カットオフ周波数の設定は、SETUPメニュー
で行います。
◆ 詳しくは、
「4. LCFサブメニュー」（32ペー
ジ）をご覧ください。

LINKに設定した場合：LINKモードになりま
す。CH-1とCH-2、CH-3とCH-4が各々ス
テレオ動作になります。CH-1とCH-3が
L、CH-2とCH-4がRになります。CH-1、

3 入力レベルつまみ

CH-2のステレオ信号の操作をCH-1のつ

各チャンネルの入力レベルを調整します。

まみで行います。CH-3、CH-4の場合は、

可変範囲は、−∞（左に回し切った場合）

CH-3のつまみで行います。このとき、

〜＋10dB（右に回し切った場合）です。

PANつまみは、ステレオバランスの操作

5LINK/M-Sスイッチの設定により、動作が

に変わりますので、センター位置でステレ

異なります。

オ感が得られます。LCFスイッチは、CH-

◆詳しくは、
「5 LINK/M-Sスイッチ」をご覧く
ださい。

1、CH-3のスイッチ類が有効となり、CH-1

4 入力ゲイン調整つまみ
各チャンネルの入力ヘッドアンプのゲインを
調整します。本機左側面の入力切り換えス
イッチの設定により、調整できる可変範囲が
異なります。
入力切り換えスイッチがLINEに設定され
ている場合：可変範囲は、□で囲まれて
標記されています。＋10dB（左に回し
切った場合）〜 −30dB（右に回し切っ
た場合）です。
入力切り換えスイッチがMICまたはMIC

+48Vに設定されている場合：可変範囲
は、−30dB（左に回し切った場合）〜
−70dB（右に回し切った場合）です。
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のLCFスイッチは、同時にCH-2、CH-3の
LCFスイッチは、CH-4を同時に操作しま
す。

M-Sに設定した場合：M-Sモードになりま
す。入力チャンネルにM-Sマイクを接続し
てデコードを行う場合にこの位置に設定
します 。CH-1、CH-3にM側を、CH-2、
CH-4にS側を接 続します 。この場 合、
CH-1、CH-3の入力レベルつまみが音量
調整つまみに、CH-2、CH-4の入力レベ
ルつまみが位相調整つまみになります。
位相調整つまみを右に回すほど広がり感
が得られます。

OFFに設定されている場合：つまみ、スイッ
チ類は、各チャンネル単位で動作しま
す。

2 デジタル機能部

1kHz：1kHzの基準信号がすべての出力端
子から出力されます。

1 LIGHTスイッチ
2 SLATEスイッチ
3 液晶ディスプレイ

OFF：スレート機能がオフになります。
マイクからの音声または1kHz基準信号
を出力するには

1

L/R MASTERボリュームを右に回し音
量を上げる。

2

置にする。

6 内蔵SLATEマイク
5 ADJUSTつまみ

3

4 FUNCTIONスイッチ

1 LIGHT（ライト）スイッチ

SLATEスイッチをMICまたは1kHzの位

FUNCTIONスイッチをSLATEの位置に
する。

4

ADJUSTつまみを押す。
ADJUSTつまみの押しかたにより、マイ

液晶ディスプレイのライトをオン／オフしま

ク音声または1kHz基準信号の出力のし

す。

かたが異なります。
押し続けていると

2 SLATE（スレート）スイッチ

押し続けている間だけ出力します。離す

このスイッチは、4FUNCTIONスイッチが

と、出力がとまります。

SLATEに設定されている場合に有効となり

短く押し離すと

ます。

短く押し離すと出力しつづけて、もう一

スレート機能をオン／オフします。

度押すと出力がとまります。

スレート機能とは、カムコーダーやレコーダー
で録画／録音するとき、カットごとの記録開

3 液晶ディスプレイ

始部分などに音声でシーン番号やテイク番号

表示される内容は、FUNCTIONスイッチの

を記録したり、1kHz基準信号を出力してレベ

設定によります。

ル調整を行う機能です。

MIC：内蔵のコンデンサーマイクロホンから

◆ 詳しくは、
「4 FUNCTION（機能切り換
え）スイッチ」をご覧ください。

の音声がすべての出力端子から出力さ

この液晶ディスプレイには、低温環境での使

れます。

用を考慮してヒーターが内蔵されています。
低温環境における液晶の表示スピードの低
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各部の名称と働き

下を防ぐことができます。液晶の温度を常に

ただし、FUNCTIONスイッチをSETUP

計測し、自動的にヒーターがオン／オフされ

やDISPLAYの位置に変えた時点で、現

ます。

在の設定で動作します。

ご注意
このヒーター機能は、本機が外部電源で動
作している場合のみ有効となる機能です。乾
電池による動作時には機能しません。
4 FUNCTION（機能切り換え）スイッ
チ

LOCK：フロントパネルのつまみ、スイッチ類
をLOCKの位置にする直前の設定状態
に固定するときこの位置にします。
ロックの対象となるつまみ、スイッチ類
は、入力レベル調整つまみ、PANつま
み、LCFスイッチ、LINK/M-Sスイッチ、
MASTERつまみ、MASTER LINKスイッ
チです。ロックするかどうかは、SETUP
メニューのPANEL LOCKサブメニュー
の設定によります。
ロック時の液晶ディスプレイの表示に
ついて：DISPLAYモードで表示されま
す。ADJUSTつまみを廻すことにより画
面を選択できます。
ロックされているつまみやスイッチ類
を操作した場合：以下の画面が表示され
て、ロックされていることを知らせます。

ロックの設定で電源を切った場合：次
回電源を立ち上げたとき、ロックの設定
で立ち上がります。

SETUP：各種パラメーターを設定するメ
ニュー操作を行うときにこの位置にしま
す。

DISPLAY：各種メーターを表示させるとき
にこの位置にします。ADJUSTつまみを
回すと、表示される画面は、フルサイズレ
ベルメーター tマルチメーターt CH1、CH-2入力レベルメーター t CH-3、
CH-4入力レベルメーター t インフォ
メーションと切り換わります。

SLATE：SLATE機能を使用するときにこ
の位置にします。SLATEスイッチが動
作可能となります。出力する信号は
2 SLATEスイッチで設定します。
5 ADJUST(PUSH ENTER)つまみ
メニュー操作時に使用します。
左右に回してメニューの選択を行い、押して
決定します。
スレート機能がオンのときは、押すことにより
スレート信号出力ボタンとして機能します。
6 内蔵SLATEマイク
内蔵のコンデンサーマイクです。
◆ マイク音声の出力のしかたについて詳しく
は、2 SLATE（スレート）スイッチの「マイ
クからの音声または1kHz基準信号を出力す
るには」（13ページ）をご覧ください。
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3 POWER（電源）スイッチ

CAMERA：右側面のCAMERA端子に入力

本機の電源をオン／オフします。

されたカムコーダーからの信号を出力し

電源がオンの場合、外部からの電源が入力さ

ます。

れると自動的に外部電力が優先されます。
電池を入れておくと、外部電源を抜き差しし

7 出力調整部

ても本機の動作が中断されることはありませ
ん。また、外部電源を使用している場合で

1 PEAKインジケーター

も、電池交換を行っても本機の動作が中断さ
れることはありません。
4 LEVEL（ヘッドホン音量調整）つまみ
ヘッドホンの音量を調整します。
5 PHONES（ヘッドホン）端子（ステ

2 MASTER LINKスイッチ

レオ標準ジャック）
ヘッドホンを接続します。右側面のPHONES

3 L/R MASTER出力レベル調整つまみ

端子と同じ信号を出力します。
出力される信号は、ヘッドホン出力音声切り
換えスイッチによって選択できます。

1 PEAK（ピーク）インジケーター
出力信号がクリップレベルの−3dBに達した
とき赤色に点灯します。

6 ヘッドホン出力音声切り換えつまみ

出力コンプレッサー／リミッタ−が動作してい

ヘッドホンからの音声を選択します。

るときは次のように点灯します。

L/R：マスター出力の信号を、Lチャンネルに

出力コンプレッサーが動作しているとき：

はL、RチャンネルにはRのステレオ信号
で出力します。

L+R：マスター出力の信号を、L、Rチャンネ
ル両方にモノラルで出力します。

L：マスター出力のLチャンネル信号を、L、R
チャンネル両方に出力します。

R：マスター出力のRチャンネル信号を、L、R

オレンジ色に点灯します。
リミッタ−が動作しているとき：赤色に点灯
します。
コンプレッサ ー ／リミッタ− の 設 定 は 、
SETUPメニュー の OUTPUT COMP L、
OUTPUT COMP Rのサブメニューで行いま
す。

チャンネル両方に出力します。

M-S：M-S（Mid-Side）方式のマイクロホン
を使用しているときヘッドホンの出力の
みデコードしたい場合に使用します。こ
のデコード機能はマスター出力には影響
を与えません。
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各部の名称と働き

2 MASTER LINKスイッチ

3 L/R MASTER（マスター）出力レベ

このスイッチをLINKの位置に切り換えること

ル調整つまみ

により、マスター出力のLチャンネル、Rチャン

Lチャンネル、Rチャンネルそれぞれの出力レ

ネルはリンクされ、Lチャンネルの出力レベル

ベルを調整します。

調整つまみのみで両チャンネルの調整ができ

可変範囲は、−∞dB（左に回し切った場

ます。このとき、Rチャンネルの調整つまみは

合）〜0dB（2時の位置）〜+10dB（右に回

無効となります。本機能は、出力コンプレッ

し切った場合）です。

サー／リミッタ−には働きません。

左側面

1 バッテリーコンパートメント
2 DC OUT端子
3 INPUT端子

5 CASCADE IN端子

1 バッテリーコンパートメント

4 LINE/MIC/MIC +48Vスイッチ

ご注意

単3形アルカリ乾電池8本を収納する着脱式

本機が外部電源で動作している場合にのみ

のバッテリーコンパートメントです。

出力します。本端子はDC IN 10-15V端子の
入力を分配して出力しています。よって出力

2 DC OUT（DC電源出力）端子（4ピ

電圧はDC IN 10-15V端子に入力された電圧

ン、凹）

によります。

UHFポータブルチューナーWRR-860/861/
862（別売り）用の電源を供給します。UHF
ポータブルチューナー以外の機器は接続し
ないでください。
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3 INPUT（アナログ信号入力）端子
（XLRタイプ 3ピン、凹）
CH 1/CH 2/CH 3/CH 4の4系統のアナログ
音声信号を入力します。

4 LINE/MIC/MIC +48V（ライン入力

5 CASCADE IN（カスケード信号入

／マイク入力／マイク入力+48 V）切り

力）端子（PHONOジャック）

換えスイッチ

カスケード接続用の端子です。本機を2台目

各入力端子の感度を切り換えます。

とし、1台目の右側面にあるCOAXIAL端子と

LINE：入 力 信 号 の レ ベ ル が +10dBu〜

接続します。この端子の信号から抽出された

−30dBuの機器を接続するときこの位置

マスタークロック信号により、1台目のDMX-

にします。

P01と自動的に同期がとられます。

MIC：入 力 信 号 のレ ベ ル が − 30dBu〜
−70dBuの機器、主にマイクロホンを接
続するときこの位置にします。

MIC +48V：入力信号のレベルが−30dBu
〜−70dBuの機器、主にマイクロホンで
DC +48Vの外部電源供給方式のマイク
ロホンを接続するときこの位置にします。

ご注意
2台のDMX-P01をカスケード接続して使用す
る場合には、両方のサンプリングレートを合
わせる必要があります。SAMPLING RATE
スイッチで同じ周波数に設定してください。
ま た 、CASCADE INPUT端 子 に は 、
IEC60958フォーマットの信号を入力しないで
ください。

右側面

1 PHONES端子

3デジタル出力部

2 アナログ出力部

4 DC IN 10 - 15V端子
5 DC IN 10 - 15V端子

6 STEREO/MONOスイッチ

1 PHONES（ヘッドホン出力）端子
（3.5 mmTRSジャック）
ヘッドホンを接続します。前面のPHONES端
子と同じ信号を出力します。
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各部の名称と働き

2 アナログ出力部

+4dBu、−20dBu、−60dBuの3段階で切り
換えます。

1 ANALOG OUTPUT L/R端子
2 CAMERA端子

4 TAPE OUT（アナログ信号出力）端
子（3.5mm TRSジャック）
アンバランスのステレオアナログ信号を出力
します。基準出力レベルは−10dBuに固定さ
れています。
3 デジタル出力部

3 LEVELスイッチ
4 TAPE OUT端子

1 AES/EBU端子

1 ANALOG OUTPUT L/R（アナログ
信号出力）端子（XLRタイプ 3ピン、凸）
本機のLとRのアナログマスター音声信号を
出力します。
2 SAMPLING

2 CAMERA（アナログ信号入出力）端
子（12ピン）
カムコーダーと接続します。本機のマスター

RATEスイッチ
3 COAXIAL端子
4 S/PDIF／CASCADEスイッチ

アナログ信号を出力し、カムコーダーからの
リターン信号を入力します。
付属のコネクターを使用して、カムコーダー

1 AES/EBU（AES/EBU信号出力）端

の仕様に合ったケーブルを作成してくださ

子（XLRタイプ 3ピン、凸）

い。

AES3フォーマットで出力するデジタルマス

◆ 本端子のピンアサインメントについては、
「コネクターの仕様」（48ページ）をご覧く
ださい。

ター出力端子です。デジタルレコーダーなど

3 LEVEL（出力レベル切り換え）ス

に接 続します 。サンプリング周 波 数 は 、
2SAMPLING RATEスイッチで選択した周
波数と同じです。

イッチ

2 SAMPLING RATE（サンプリング

LとRのアナログマスター音声信号、

周波数切り換え）スイッチ

CAMERA端子の出力信号の基準レベルを

本機のサンプリング周波数を48 kHz、または
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96 kHzから選択します。

ご注意

ご注意

サンプリング周波数を切り換えた場合は、一

2台のDMX-P01をカスケード接続して使用す

度電源を切り、再度入れてください。再投入

る場合には、両方のサンプリングレートを合

後本機は、切り換えたサンプリング周波数で

わ せ る 必 要 が あります 。2SAMPLING

動作します。また、現在動作しているサンプ

RATEスイッチで同じ周波数に設定してくだ

リング周波数はインフォメーション画面で確

さい。

認できます。
◆ 詳しくは、
「インフォメーション」（25ペー
ジ）をご覧ください。

3 COAXIAL（デジタル信号出力）端子
（PHONOジャック）

4 DC IN 10 - 15V（外部電源入力）端
子（DCジャックタイプ）
5 DC IN 10 - 15V（外部電源入力）端
子（XLRタイプ4ピン）
10V〜15VのDC電源を入力します。

IEC60958フォーマットで出力するデジタル
出力端子です。デジタルレコーダーや2台目
のDMX-P01と接続します。

ご注意

• 4 DC IN 10 - 15V端子（DCジャックタイ

サンプリング 周 波 数 は 、2SAMPLING

プ）には、BP-90以外のバッテリーは、DC

RATE スイッチで選択した周波数と同じで

ジャックの極性が異なるため、使用できませ

す。

ん。

• 外部バッテリーを接続する際は、XLRタイプ
4 S/PDIF／CASCADE（デジタル信

４ピンの端子、またはDCジャックのどちらか

号切り換え）スイッチ

に接続してください。同時に両方に接続し

COAXIAL端子から出力される信号を切り換

ないでください。

えます。

S/PDIF：マスター出力の信号と同じ信号を

6 STEREO/MONO（ステレオ／モノ

出力します。デジタルレコーダーなどに

ラル切り換え）スイッチ

接続する場合は、この位置に設定しま

すべての出力端子に出力する信号をステレ

す。

オ、モノラルに切り換えます。

CASCADE：L/Rバス信号を出力しま
す。2台目のDMX-P01のCASCADE
INPUT端子と接続し、入力数を増設す
る場合は、こちらに設定します。
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接続
ご注意
接続するときは、接続するすべての機器の電
源を切ってください。

基本的な接続
本機を単体で使用する場合の基本的な接続
方法を以下に示します。
例1

UHFポータブル
チューナー

UHFポータブル

ブームマイク

トランスミッター

DMX-P01
ANALOG OUTPUT
端子へ

CH-1 INPUT
端子へ

AES/EBU端子へ

デジタルレコーダー

例2

ブームマイク

CH-1 INPUT端子へ

AUDIO IN端子へ
AUDIO OUT端子へ
DMX-P01 CAMERA端子へ

CH-2 INPUT端子へ
CH-3 INPUT端子へ

UHFポータブル2CHチューナー
UHFポータブルトランスミッター
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AES/EBU端子へ

デジタルレコーダー

カスケード接続
本機をカスケード接続して使用する場合の接
続例を以下に示します。

ブームマイク

CH-1 INPUT
1台目のDMX-P01

端子へ

ビデオレコーダー

CH-2、CH-3
INPUT端子へ

CH-1、CH-2
INPUT端子へ

COAXIAL端子へ a)

CASCADE IN
端子へ

ANALOG
OUTPUT L/R端子へ

MDレコーダー

COAXIAL端子へ b)
CH-3、CH-4
UHFポータブル
INPUT端子へ
2CHチューナー
UHFポータブル

AES/EBU端子へ
2台目のDMX-P01

デジタルレコーダー

トランスミッター

a) S/PDIF／CASCADEスイッチをCASCADEに設定します。
b) S/PDIF／CASCADEスイッチをS/PDIFに設定します。
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接続

クランプフィルターを取り
付ける

2

クランプフィルターを固定するために、
バンドを端子の根元に巻き付ける。バン
ドの一方の端をクランプフィルターの穴
に通し、しっかりと締める。

警告

COAXIAL端子を使用する場合
本機には、クランプフィルターおよびクランプ
フィルターを固定するバンドが付属していま
す。本機のCOAXIAL端子にほかのDMXP01やデジタルレコーダーを接続する場合
は、必ず接続ケーブルの両端にクランプフィ
ルターを取り付けてください。
バンド

同軸ケーブル

ご注意
クランプフィルター

クランプフィルターを取り付けるには

1

クランプフィルターをケーブルの端子の
根元に取り付け、カチッと音がするまで
しっかり閉じる。
ご注意
端子の根元から離れた位置にクランプ
フィルターを取り付けると、クランプフィ
ルターが十分に働かない場合がありま
す。

クランプフィルター
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本機は、同軸ケーブルにクランプフィルター
を取り付けないと、CISPR 22 Class BのEMI
規格を満たしませんのでご注意ください。

カスケード接続でデジタル
録音をする場合

2

カスケードバンドの先端を差し込む。
カスケードバンド

2台のDMX-P01をカスケード接続しデジタル
録音をする場合は、付属のカスケードバンド
をご使用ください。以下の点が改善されま
す。
• カスケードバンドで2台をつなぐことにより、
筐体間の電位差を最小限におさえることが
できます。
• これにより、静電気などの外来ノイズに対す
る安定度が向上し、より安定した録音が可
能になります。
カスケードバンドを取り付けるには

1

つまみを反時計回りに回してゆるめる。

3

つまみを時計回りに回して、しっかり締
める。
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DISPLAYモードの表示
DISPLAY（表示）モードでは、各種メー
ターの表示や動作状態の表示などを行うこと

表示モードについて
表示モードには、以下の4種類があります。

ができます。通常の使用時は、この表示モー
ドの表示でご使用ください。
表示モードには、4種類の画面があります。
以下の手順で表示モードを選択します。

フルサイズレベルメーター
信号のレベルのみを表示します。
出力レベルを注意して操作したい場合に適
しています。

1
1

2

マルチメーター

FUNCTIONスイッチをDISPLAYの位

累積使用時間計、レベルメーター、バッテ

置にする。

リーインジケーターが表示されます。デフォル
トの表示です。

2

ADJUSTつまみを回して、希望のモード

乾電池使用時：

を表示させる。

内蔵電池を使用して動作させているときに、

◆ 表示モードについて詳しくは、次の
「表示モードについて」をご覧くださ
い。

電池残量を確認できます。

外部電源使用時：
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◆ バッテリーインジケーターについて詳しく
は、
「バッテリーの寿命について」
（43ペー
ジ）をご覧ください。

入力レベルメーター

インフォメーション

CH-1、CH-2、CH-3、CH-4の各入力端子のプ

本機の同期の状態、および動作しているサン

リフェーダ−レベルを表示します。

プリング周波数を表示します。

この画面を確認することにより、入力信号の
有無を確かめることができます。

CH-1、CH-2入力レベルメーター：

LOCK：左側面のCASCADE IN端
子からの入力信号に同期動作してい
る場合に表示される。

UNLOCK：内部のクロック信号に
L：CH-1のプリフェーダ−レベル

同期している場合に表示される。

R：CH-2のプリフェーダ−レベル

現在動作しているサンプリング周波
数を表示する。

CH-3、CH-4入力レベルメーター：
レベルメーターの種類について

L：CH-3のプリフェーダ−レベル

液晶ディスプレイに表示されるレベルメー
ターの種類をVU、PPM1、PPM2、PPM3、
PPM4、dBFSの6種類から選択できます。
工場出荷時は、dBFSに設定されています。

R：CH-4のプリフェーダ−レベル

◆ 詳しくは、
「11. METER SELECTサブメ
ニュー」（37ページ）をご覧ください。

METER SELECTサブメニューでレベルメー
ターを変更した場合、そのレベルメーターに
スレート信号が出力されているときのレ

合ったメータースケールシート（付属）に交

ベル表示：

換してください。

SLATEスイッチがMICに設定されている場

◆ 交換について詳しくは、
「メータースケール
シートを交換する」（44ページ）をご覧くだ
さい。

合、内蔵マイクロホンからの音声を出力して
いる間は、メーターは∞表示になります。
SLATEスイッチが1 kHzに設定されている場
合は、1 kHzの基準信号が出力されていると
きもプリフェーダ−レベルを表示します。
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セットアップメニューで行う設定
セットアップメニューの構成
セットアップメニューで本機の各種設定を行
います 。SETUPメニューは13個 のサブメ
ニューで構成されています。

詳しくは、
「シーンを保存するには」
（31ページ）
、
「シーンを呼び出すには」
（30ページ）をご覧ください。

詳しくは、
「カムコーダーを使用する」
（39ページ）をご覧ください。
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次のページへ

前ページから
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セットアップメニューで行う設定

メニュー操作のしかた

3

ADJUSTつまみを押して確定する。
設定画面に入ります。

以下に、メニューで設定を行うための操作方

リターンマークが点滅します。

法を説明します。
リターンマークが点滅。

9.PARAMETER LOCKサブメニューを例に
して説明します。

4

ADJUSTつまみを右に回す。
設定項目を選ぶモードに入ります。
リターンマークが画面から消え、カーソ

ADJUSTつまみ
FUNCTIONスイッチ

1

ルは、設定項目に移動し、最初の設定
項目、例では、
「METER」が点滅しま
す。

FUNCTIONスイッチをSETUPの位置

該当するサブメニューで設定項目が複

にする。

数ある場合は、次のように表示されてい

液晶ディスプレイに前回最後に操作した

ます。

SETUPメニューのページが表示されま
す。

2

最初の項目が点滅。

ADJUSTつまみを回して設定したいサ
ブメニューページを表示させる。
例では、9番目の9.PARAMETER
LOCKサブメニューを表示させます。

更に項目が続くことを示す。

複数設定項目がある場合は、次の手順5
に進みます。
一つの場合は、手順7に進みます。
サブメニュー 画 面 で、リセット（ 12.
HOURS METER画面）やチェック（3.
CAMERA RETURN）などを行う場合
も、手順７に進みます。
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5

ADJUSTつまみを回して希望の設定項

8

ADJUSTつまみを押して確定する。

目を点滅させる。

カーソルは、設定項目の位置に移動し、

右に回すと、次の項目に移動し、左に回

点滅します。

すと前に戻ります。

設定項目が複数ある場合は、手順5〜8
を繰り返して残りの設定を行います。

6

ADJUSTつまみを押して確定する。

12. HOURS METER画面や、

カーソルが設定値に移動し、設定値、ま

3. CAMERA RETURN画面では、

たは選択肢が点滅します。

ADJUSTつまみを押して確定すると、
累積使用時間のリセットや、カムコー

設定値、または選択肢が点滅

ダーと本機との信号のやりとりが正常
に行われているかのチェックが行われ
ます。
ご注意
手順7の調整中の状態で電源を切った

7

ADJUSTつまみを左右に回して点滅す

場合は設定が保存されません。必ず、手

るカーソルを希望の設定値に移動させ

順8で確定を行ってから電源を切ってく

る。

ださい。

または希望の設定値を表示させる。
サブメニュー画面で、リセット（12.

他のサブメニュー画面に移るには

HOURS METER画面）やチェック
（3. CAMERA RETURN）などを

1

いる状態で、一番上の項目名の左側に

行う場合：右に回すと、RESETまたは

リターンマークが現れて点滅を始めるま

CHECKが点滅します。

で、ADJUSTつまみを左に回す。

選択肢の場合：左右に回すと、選択肢
が順々と点滅していきます。

カーソルが設定項目の位置で点滅して

2

ADJUSTつまみを押して確定する。

数値の場合：左右に回すと、数値がス

現在選択されているサブメニュー画面

テップ毎に増減します。

が表示されます。

調整中は
本機内部は調整中の値で動作します。
モニターしながら適切な設定値を選択
できます。

3

ADJUSTつまみを左右に回して、希望
の サブメニュ ー 画 面 を 表 示させ 、
ADJUSTつまみを押して確定する。
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サブメニュー画面から設定画面に入れな

1. SCENE RECALLサブ
メニュー

い場合
9 PARAMETER LOCKサブメニューで誤操
作を防ぐためにロックがかけられています。
操作を行う場合には、PARAMETER LOCK
を解除してください。

シーンを呼び出すには

1

1. SCENE RECALLサブメニューを表
示させ、ADJUSTボタンを押す。
設定画面が表示されます。

LOCKが点滅表示。

◆ 詳しくは、
「9. PARAMETER LOCKサブメ
ニュー」（36ページ）をご覧ください。

現在呼び出されているシーン番
号は（

）で囲まれている。

ご注意
前回呼び出したシーン番号に含まれる
パラメーターをセットアップ画面で変更
した場合は、
（ ）が消えています。

2

ADJUSTつまみを回して、呼び出したい
シーン番号を点滅させる。
ADJUSTつまみを右に回すとシーン番
号が、0 t 1 t 2.....9 t DEFと切り換
わります。左に回すと戻ります。

3

ADJUSTつまみを押して確定する。
手順2で選択したシーンが呼び出され、
選択したシーン番号が（
ています。
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）で囲まれ

2. SCENE STOREサブメ

2

ニュー

ADJUSTつまみを回して、希望のシーン
番号を点滅させる。
ADJUSTつまみを右に回すとシーン番

本機の設定状態を0〜9の10種類のシーン

号 が 、SCENE0 t SCENE1 t

ファイルとして保存させておくことができま

SCENE2.....SCENE 8 t SCENE9と切

す。シーンファイルを呼び出すことで、本機の

り換わります。左に回すと戻ります。

設定をすばやく切り換えることができます。

状態表示部には、各シーンの状態が表
示されます。

シーンファイルに保存される内容

表示

4〜11のサブメニュー画面で設定した内容

内容

DEFAULT 該当するシーンファイルは
未使用（デフォルト値）

ご注意

STORED

10. PANEL LOCKについては、本サブメ
ニューでロックに設定されているものを記憶
するのみです。実際にロックさせるには、
FUNCTIONスイッチをLOCKの位置にする

3

設定が上書きされている。
（デフォルト以外の設定）

ADJUSTつまみを押して確定する。
カーソルは、状 態 表 示 部に移 動し、

必要があります。

CANCELが現れます。

シーンを保存するには

1

2. SCENE STOREサブメニューを表示

4

ADJUSTつまみを右に回してWRITEを
表示させる。

させ、ADJUSTボタンを押す。

ADJUSTつ ま み を 右 に 回 す と 、

設定画面に入ります。

CANCEL t WRITE t ERASEと切り
換わります。
保存を止めてカーソルをシーン選択
部に戻すには
CANCELを表示させます。
そのシーンを初期状態

状態表示部

（DEFAULT）に戻すには
ERASEを表示させます。

5

ADJUSTつまみを押して確定する。
本機の設定状態が手順2で選択した
シーン番号に保存されます。
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3. CAMERA RETURNサ

4. LCFサブメニュー設定画面

ブメニュー

カムコーダーと本機との信号のやりとりが正
常に行われているかチェックします。本機の
すべての出力端子から1kHz基準信号を出
力します。右側面のCAMERA端子からカム
コーダーに出力された1kHz基準信号とカム

ローカットフィルター周波数は、

ADJUSTつまみを左右に回すと増
減する。

コーダーから戻ってきたリターン信号レベル
の誤差から、接続状態の確認、出力レベル、
RECレベルの調整ができます。

デフォルトの周波数

◆ 詳しくは、
「カムコーダーを使用する」（39
ページ）をご覧ください。

A：70 Hz

4. LCFサブメニュー

B：140Hz
設定できる周波数について
動作サンプリング周波数：48 kHz時：

入力のローカットフィルター周波数をA、Bの

50、70、100、120、140、160、180、200、220、

2種類設定しておくことができます。本サブメ

240、260、280、320、360、400

ニューでA、Bそれぞれのローカットフィル

動作サンプリング周波数：96 kHz時：

ター周波数を設定します。

70、100、120、140、160、180、200、220、

切り換えは、前面パネルのLCFスイッチで行

240、260、280、320、360、400

います。

ご注意
96 kHz動作時には50 Hzは選択できません。
48 kHz動作時で50 Hzを選択し、その後96
kHzに切り換えた場合には、50 Hzの設定は
すべて70 Hzに変更されます。再び48 kHzに
戻した場合は50 Hzに戻ります。
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5. CH LINK/M-Sサブメ
ニュー

選択肢

機能

LINK

1-2チャンネル、3-4チャンネルが
リンクモードになり、ステレオリ
ンクされます。CH-1、CH-3のつ
まみ、スイッチ類が有効となり、
CH-2、CH-4のつまみ、スイッチ

入力1-2チャンネル、3-4チャンネルをLINK
モードにするかM-Sモードにするかを選択し
ます。

類は無効となります。

5.CH LINK/M-Sサブメニュー画面

M-S

MS方式のマイクロホンを使用
するときに選択します。1-2チャ
ンネル、3-4チャンネルがMS
モードになります。CH-1、CH-3
の入力レベルつまみが音量調
整つまみに、CH-2、CH-4の入
力レベルつまみが位相調整つ
まみになります。

REV M-S

MSマイクを上下さかさまで使
用する場合に選択します。これ
によりM-Sマイクを上下さかさま
で使用しても、信号が左右逆に
なりません。

ADJUSTつまみを右に回すと設定項目
が、CH1-2 t CH3-4と切り換わる。

ADJUSTつまみを右に回すと選択肢
が、LINK t M-S t REV M-Sと
切り換わる。

デフォルトの設定
LINK
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6. INPUT LIMITERサブメ
ニュー

7. OUTPUT COMP Lサ
ブメニュー／8. OUTPUT
COMP Rサブメニュー

各入力チャンネルのリミッタ−のスレッシュ
ホールドレベルを設定します。

L/R出力、それぞれのコンプレッサー／リミッ
タ−の設定を行います。

6 .INPUT LIMITERサブメニュー設定
7. OUTPUT COMP Lサブメニュー／
8. OUTPUT COMP Rサブメニュー設

画面

ADJUSTつまみを右に回すと設定
項目が、CH1 t CH2 t CH3 t
CH4と切り換わる。

ADJUSTつまみを左右に回すと
設定値が、OFF, 0〜−20 dBFS
の間で、2 dBステップ単位で増減

定画面

ADJUSTつまみを右に回すと、設定
項目がTHRESHOLD t RATIO
t ATTACK t RELEASE t
LIMITER t L-R LINK（L-R LINK
は、OUTPUT COMP Lサブメ
ニューのみ表示）と切り換わる。

する。

デフォルトのスレッシュホールドレベル
CH1〜CH4：OFF
スレッシュホールドレベルの表示
11. METER SELECTサブメニューでdBFS
メーターが選択されている場合、この画面の
スレッシュホールドレベル表示もdBFSで表示
されます。
設定範囲：OFF〜0〜−20
11. METER SELECTサブメニューでdBFS
以外のメーターが選択されている場合、この
画面のスレッシュホールドレベル表示はdBで
表示されます。
設定範囲：OFF〜＋20〜0
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設定値

デフォル

11. METER SELECTサブメニューでdBFS

ト値

以外のメーターが選択されている場合、この

THRESHOLD OFF、−10〜
−40 dBFS
（+10dB〜
−20 dB）2dB
ステップで可変

OFF

画面のスレッシュホールドレベルおよびリミッ

RATIO

2:1、4:1、6:1、
10:1

2:1

ATTACK

FAST (0.5ms)、 MID
MID (10ms)、 (10ms)
SLOW (100ms)

RELEASE

FAST (0.1sec)、 MID
(1sec)
MID (1sec)、
SLOW (2sec)

項目

LIMITER

L-R LINK a)

設定値

タ−表示はdBで表示されます。
スレッシュホールドレベル設定範囲：OFF〜
+10〜−20

OFF、0〜−20
dBFS（+20dB
〜0 dB）、2dB
ステップで可変

OFF

LINKモードの
ON/OFF

OFF

リミッタ−の設定範囲：OFF〜+20〜0

ご注意
OUTPUT COMP Lサブメニュー画面でL-R
LINKが ONに 設 定 さ れ て い る 場 合 、
OUTPUT COMP Rサブメニュー画面では操
作ができません。OUTPUT COMP Rサブメ
ニュー画面を表示し、ADJUSTつまみを押す
と、以下の警告画面が表示されます。

a) OUTPUT COMP Lサブメニュー画面での
み表示されます。ONにすると、ステレオリン
ク機能が働き、L/R間での不自然な音像の
ふらつきを防止します。

スレッシュホールドレベル／リミッタ−
の表示
11. METER SELECTサブメニューでdBFS
メーターが選択されている場合、この画面の
スレッシュホールドレベルおよびリミッタ−表
示もdBFSで表示されます。
スレッシュホールドレベル設定範囲：OFF〜
−10〜−40
リミッタ−の設定範囲：OFF〜0〜−20
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9. PARAMETER LOCK
サブメニュー

LOCKされたサブメニュー画面について
サブメニュー画面の上段右上にLOCKと点
滅表示され、ADJUSTつまみを押しても設定

以下のサブメニューで設定したパラメーター

画面が表示されません。

を、誤操作を防ぐため、にロックをかけるかか
けないかを選択します。

• 4. LCF
• 5. CH LINK/M-S
• 6. INPUT LIMITER
• 7. OUTPUT COMP L
• 8. OUTPUT COMP R
• 11. METER SELECT

10. PANEL LOCKサブメ
ニュー

各サブメニューごとに設定できます。
FUNCTIONつまみをLOCKに設定した場合

9. PARAMETER LOCKサブメニュー

に操作できなくなるスイッチ、つまみを決定し

設定画面

ます。前面パネルの、入力レベルつまみ、
PANつまみ、LCFスイッチ、L/R MASTER出

ADJUSTつまみを右に回すと設定項目
が、METER t LCF t IN LIMIT t
OUT COMP (L、Rの両方を含む）t
LINK/M-Sと切り換わる。

力レベ ル つまみ 、LINK M/Sスイッチ 、
MASTER LINKつまみ の 設 定を LOCK/
UNLOCKに設定できます。

10. PANEL LOCKサブメニュー設定画
面

ADJUSTつまみを左に回すと選択
肢が、UNLOCK t LOCKと切
り換わる。

ADJUSTつまみを右に回すと設定
項目が、IN VOL t PAN t LCF
t IN LINK t OUT VOL t
OUT LINKと切り換わる。

デフォルトの設定
UNLOCK

ADJUSTつまみを右に回すと選択肢が、
LOCK t UNLOCKと切り換わる。

デフォルトの設定
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LOCK

11. METER SELECTサ
ブメニュー

ご注意
液晶ディスプレイの表示と、メーターの種類
は次の通りです。

液晶ディスプレイに表示されるレベルメー
ターの種類をVU、PPM1、PPM2、PPM3、

メニュー選択肢 メーター

PPM4、dBFSの6種類から選択できます。

VU

VUメーター

工場出荷時は、dBFSに設定されています。

PPM1

BBCタイプメーター

METER SELECTサブメニューでメーターを

PPM2

DINタイプメーター

変更した場合は、メータースケールシート

PPM3

NORDICタイプメーター

PPM4

IEC-type 1タイプメーター

dBFS

dBFSメーター

（付属）の交換が必要です。
◆ 詳しくは、
「メータースケールシートを交換
する」（44ページ）をご覧ください。

11. METER SELECTサブメニュー設
定画面

デフォルトの設定
dBFS

ADJUSTつまみを右に回すと選択肢が、
VU t PPM1 t PPM2 t PPM3 t
PPM4 t dBFSと切り換わる。

選択されたメーターの種類
は（

）で囲まれている。
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12. HOURS METERサブ
メニュー

累積使用時間計のリセットを行います。

13. POWER ON MODE
サブメニュー

本機の電源を入れたとき、どの状態で立ち上
がるかを選択します。

12. HOURS METERメニュー設定画
面

13. POWER ON MODEサブメニュー
設定画面

ADJUSTつまみを右に回すと
選択肢が、LAST t SCENE0
t DEFAULTと切り換わる。
リセットが行われると上の行が「00:00」に変
わります。
選択された状態は（

）で囲まれ

ている。

デフォルトの設定
LAST
各立ち上げの状態は以下のとおりです。
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選択肢

立ち上げ時の状態

LAST

前回電源を切ったときの状態

SCENE 0

SCENE 0の設定状態

DEFAULT

工場出荷時の設定

カムコーダーを使用する
本機のCAMERA端子を介してカムコーダー
を接続して使用する場合の接続のしかた、接
続状態のチェックについて説明します。

カムコーダーと接続する
本機に付属の12ピンマルチコネクターを使用
して、本機とカムコーダーを10芯のマルチ
ケーブルで接続します。

◆ 本機のCAMERA端子の仕様については、
「コネクターの仕様」のCAMERA端子（48
ページ）をご覧ください。

カムコーダーへの送り信号とカメラからのリ
ターン信号の線を1本のマルチケーブルで接
続できます。

カムコーダー

DMX-P01

AUDIO IN
CH-1端子へ

AUDIO IN
CH-2端子へ

12ピンマルチコ

AUDIO OUT
端子へ

ネクター（付属）

10芯マルチケーブル
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カムコーダーとの接続状態
を確認する

各メーターでの基準位置は以下の
とおりです。

セ ット ア ッ プ メ ニ ュ ー の 3.CAMERA

出力メーター

基準位置

VU

0

RETURNサブメニューを使って、本機とカム

PPM1

4

コーダーとの誤配線やレベルの不一致を見

PPM2

0

つけることができます。トラブルを未然に回避

PPM3

0

できます。

PPM4

0

接続状態を確認するには、以下の操作を行

dBFs

−20

います。

1

本機およびカムコーダーの電源を入れ

◆ 基準信号の出力については、
「マイク
からの音声または1kHz基準信号を出
力するには」（13ページ）をご覧くだ
さい。

る。

2

本機とカムコーダーの基準出力レベル
を合わせる。
本機のLEVELスイッチとカムコーダーの

4

カムコーダーのレベルつまみで、カム

入力切り換えスイッチを同じ値に設定し

コーダーのレベルメーターが20の位置

ます。

になるように設定する。

+4dBuの基準出力レベルで接続する
場合：本機のLEVELスイッチを+4に、カ

これで、本機とカムコーダー間の接続状

ムコーダーのスイッチをLINEに設定しま

態確認を行うための調整は終了です。

す。

引き続き本機のセットアップメニューの

−60dBuの基準出力レベルで接続す

3.CAMERA RETURNサブメニューを

る場合：本機のLEVELスイッチを−60

使って接続の最終確認を行います。

に、カムコーダーのスイッチをMICに設
定します。
◆ カムコーダーのスイッチについては、カ
ムコーダーに付属の説明書をご覧くだ
さい。

3

本機のSLATE機能で、1kHzの基準信
号を出力し、L/R MASTER出力つまみ
で本機の出力レベルを基準に設定す
る。
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カムコーダーのRECレベルを調整する。

5

3.CAMERA RETURNサブメニューを
表示させ、ADJUSTつまみを押す。
CHECK画面が表示されます。

6

接続確認結果のメッセージについて

ADJUSTつまみを右に回してCHECKを
点滅させ、ADJUSTつまみを押して確定

は、
「接続確認のメッセージについて」

する。

をご覧ください。

テスト信号が出力され、接続状態の確認

ご注意

が開始されます。

このリターンレベルの調整機能は、

正常に接続されていれば、以下の画面

0 dBuのバランス出力をもったカムコー

が表示されます。

ダ−との場合に使用できます。

7

ADJUSTつまみを押して確定する。
テスト信号の出力がとまり、確認終了で
す。

SETUPサブメニューに戻るには
また、L/R MASTERつまみ、またはカム

ADJUSTつまみを左に廻して、リターンマー

コーダーのRECレベルがずれている場

クを点滅させ、再度ADJUSTつまみを押しま

合は、以下の画面が表示されます。

す。SETUPサブメニューに戻ります。

センターマーカー

Rの信号のレベル Lの信号のレベルの
のズレを示す。

接続確認のメッセージについて
メッセージ

意味

SIGNAL OK

L/Rの接続は正しい。

L-R REVERSE

L/Rの接続が逆。

L-R NO SIGNAL

L/Rとも接続されていな
い、または断線してい

ズレを示す。

マーカーがセンターより左にある場

る。
Lch NO SIGNAL

Lの信号が接続されてい
ない、または断線してい
る。

Rch NO SIGNAL

Rの信号が接続されて
いない、または断線して
いる。

Lch LEAK

Lに音が漏れている、ま
たは異常音がある。

Rch LEAK

Rに音が漏れている、ま
たは異常音がある。

合：カムコーダーからのリターンレベル
が小さい。
マーカーがセンターより右にある場
合：カムコーダーからのリターンレベル
が大きい。
本機のL/R MASTERつまみの設定、ま
たはカムコーダー側のRECレベルがず
れています。センターになるよう上記手
順2、3を繰り返して調整し直してくださ
い。
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電源の準備
本機の電源として使用できるのは、以下のと
おりです。

バッテリーコンパートメン
トに乾電池を入れる

1

ロックレバーをつまみながらバッテリー
コンパートメントを手前に引き出す。

• 内部バッテリー
バッテリーコンパートメントに単3形アルカリ
乾電池８本を収納します。
• 外部バッテリー
リチウムイオン電池やニッケル水素電池を、
右側面のDC IN 10 - 15V端子に接続しま
す。DC IN 10 - 15V端子には、XLR 4ピン端
子とDCジャックタイプの端子がありますの

ロックレバー

でご使用のバッテリーに合わせてお使いく
ださい。
ご注意

• XLR 4ピン端子とDCジャックタイプ端子の
両方に同時に外部バッテリーを接続しない
でください。必ずどちらか一方に接続してく
ださい。

• DCジャックタイプの端子には、BP-90以外
のバッテリーは、DCジャックの極性が異な
るため、使用できません。
内部バッテリー、外部バッテリー両方を
接続した場合
POWERスイッチをONにして電源を入れると
外部バッテリーからの電源が優先されます。
また、突然外部バッテリーがシャットダウンし
たり、DCコードが抜けてしまった場合は、内
蔵バッテリーに自動的に切り換わります。

42

2

ネジをゆるめて、バッテリーコンパートメ
ントのふたを図のように開ける。

3

単３形アルカリ乾電池を８本、極性を間
違えないように入れる。

ご注意
• 長い間本機をお使いにならないときは、電

バッテリーコンパートメントに

池を取り出しておいてください。電池をい

表示されているとおりに、正し

れたままにしておくと、液漏れする場合があ

く入れる。

ります。

＋極側
−極側

• 万一液漏れが起こった場合は、よくふき
とってから新しい電池と交換してください。
• 新しい電池と交換する場合は、8本とも新し
い電池と交換してください。一度使用した
電池や種類の違う電池をいっしょに入れな
いでください。
予備乾電池コンパートメントについて
本機には、予備の乾電池コンパートメントが

4

バッテリーコンパートメントのふたを閉
め、ネジを締める。

付属されています。予め、単３形アルカリ乾
電池８本を入れておきますと、内部バッテ
リーが残りわずかになった場合、すぐに交換
できます。

バッテリーの寿命について
液晶ディスプレイでマルチメーターモードを
選択しているとき、各電池の消耗状態を確認
できます。

5

バッテリーコンパートメントを本体に差し

内部バッテリーの消耗状態を確認するに

込む。

は

山形になっている面を上
にして入れる。

単3形アルカリ乾電池の残量を示す。

残りわずかになると、点滅が始まります。
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電池を交換するか、外部電源をお使いくださ

使用中の内部バッテリーが消耗間近に

い。

なったら

◆ 詳しくは、このページの「使用中の内部
バッテリーが消耗間近になったら」をご覧く
ださい。

バッテリーパックを抜く前に、電源を入れたま
ま、外部バッテリーのDCケーブルを接続して
外部バッテリーに切り換えます。

外部バッテリーの消耗状態を確認するに
は

メータースケールシートを
交換する
残量を数値で示す。

セットアップメニューの11. METER SELECT
サブメニューでメーターの種類を変えた場合
は、メータースケールシート（付属）を交換
します。
工場出荷時は、dBFSが選ばれていますの
DC IN 10 - 15 V端子に入力する電源電圧を

で、dBFSのスケールシートが装着されていま

表示します。

す。

リチウムイオン電池のようなカムコーダー用
のバッテリーは、10 V付近でシャットダウンし

1

液晶ディスプレイのアクリルパネルの両

ます。液晶ディスプレイでは、10V以下になる

端にあるネジを緩めて、アクリルパネル

と、数値が点滅表示されます。

の左右どちらかの端を押す。

外部バッテリーを交換するか、内部バッテ

逆の端が浮き上がります。

リーを使用してください。
◆ 詳しくは、次の「外部バッテリーが消耗間近
になってきたら」をご覧ください。
外部バッテリーにバッテリーインジケーター
が付いている場合は、外部バッテリーのイン
ジケーターも確認してください。

外部バッテリーが消耗間近になってきた

ドライバーのサイズは

ら

#1+を使用してくださ

内部バッテリーがある場合は、電源を入れた
ままで外部バッテリーのDCケーブルを抜きま
す。電源は内部バッテリーに切り換わりま
す。
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い。

2

アクリルパネルを引き出す。

3

引き出したアクリルパネルの背面に入っ
ているメータースケールシートを外し、
該当するメーターのシートを入れる。
メータースケールシートの右上に
メーターの種類が記載されている。

4

アクリルパネルを元のとおり入れ、ネジ
を締める。

ご注意
装着後、メータースケールシートの目盛りが
斜めになっていないことを確認してくださ
い。
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トラブルシューティング
修理に出す前に、もう一度点検してくださ

い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談

い。それでも正常に動作しないときは、お買

窓口にお問い合わせください。

症状

原因

対策

電源が入らない。

電池の＋と−が逆になってい

正しい方向にいれ直してください。

る。

(43ページ）

電池が消耗している。

新しい電池に交換してください。
（42
ページ）

バッテリーコンパートメントの蓋 ネジをしめなおしてください。
（43
のネジがゆるんでいる。
ページ）
電池がすぐになく

電池が消耗している。

る。
マンガン電池を使用している。
CH-2、CH-4の入力レベ LINK/M-SスイッチがLINK/Mルつまみを上げている S側になっている。
のに音量が上がらな
い。

新しい電池に交換してください。
（42
ページ)
アルカリ電池を使用してください。
（42ページ)
LINK/M-SスイッチがLIMK/M-S側に
なっているとCH-1とCH-2、CH-3と
CH-4がリンク動作します。この時偶数
チャンネルの機能は動作しません。
（12ページ）

DC OUT端子から電圧
が出ない。

DMX-P01を乾電池で使用して
いる。

レベルメーターの表示
がメータースケールと
合わない。

装着されているメータースケー メータースケールシートとメータータ
ルシートとMETER SELECTサ イプを合わせてください。
（37、44
ブメニュー画面で選択されいる ページ）
メータータイプが違っている。

電源を立ち上げるたび
に設定が初期設定に
戻ってしまう。

POWER ON MODEサブメ
ニュー画面でPOWER ON
MODEがDEFAULTに設定され
ている。

電源ON時の設定をPOWER ON
MODE画面で設定できます。LAST、
DEFAULT、SCENE 0の三種類から
選択できます。
（38ページ）

M-Sマイクを接続して
いるのにステレオ感が
得られない。

S側をCH-1またはCH-3、M側を
CH-2またはCH-4に接続してい
る。

M側をCH-1またはCH-3、S側をCH-2
またはCH-4に接続します。

SETUPメニューのLINK/M-S
設定がLINKになっている。

CH LINK/M-S画面でM-Sに設定して
ください。
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外部電源で使用してください。外部
電源出力機能は本体が外部電源で動
作しているときのみ機能します。
（42
ページ）

症状

原因

ヘッドホン出力のRチャ もう1つのPHONES端子にモノ
ンネルが出力されな
ラルイヤホンが接続されてい
い。

対策
ステレオのヘッドホン、イヤホンを使用
してください。

る。

サンプリングレートが切 SAMPLING RATEスイッチを切 切り換えたあと電源を立ち上げなおし
り換わらない。
り換えた後、電源を立ち上げな てください。SAMPLING RATEスイッ
チの設定は電源を立ち上げたときに
おしていない。
設定されます。
（18ページ）
COAXIAL端子から出
力される信号に
MASTERボリュームが
効かない。

S/PDIF / CASCADEスイッチが S/PDIFに設定してください。
CASCADEに設定されている。 CASCADE設定は本機を2台接続した
場合に使用します。この場合
MASTERボリュームは機能しません。
（19ページ）
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コネクターの仕様

CAMERA端子

INPUT端子

12ピン（凹）

XLR-3-31（凹）相当
ピン番号 信号名

説明

1

音声信号入力のグラ

GND

ピン番号 信号名

説明

A

L HOT

マスター音声信号L出
力のホット

B

L COLD マスター音声信号L出

C

R HOT マスター音声信号R出
力のホット

D

R COLD マスター音声信号R出
力のコールド

E

L HOT

F

L COLD カメラリターン信号L入
力のコールド

G

R HOT カメラリターン信号R入

力のコールド

ウンド
2

HOT

音声信号入力のホット

3

COLD

音声信号入力のコー
ルド

ANALOG OUTPUT端子

カメラリターン信号L入
力のホット

力のホット

XLR-3-32（凸）相当
ピン番号 信号名

説明

1

GND

音声信号出力のグ
ラウンド

2

HOT

音声信号出力の
ホット

3

COLD

音声信号出力の
コールド
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H

R COLD カメラリターン信号R入
力のコールド

J

GND

マスター音声信号出力
のグラウンド

K

GND

マスター音声信号入力
のグラウンド

L

NC

未接続

M

NC

未接続

DC IN 10-15V端子

DC OUT 端子

XLR-4-32（凸）相当

4ピン（凹）

入力電圧範囲

出力電圧 +10〜 +15 V

+10〜 +15 V

ピン番号

信号名

説明

ピン番号 信号名

説明

1

GND

DC入力のグランド

1

GND

DC出力のグランド

2

NC

未接続

2

NC

未接続

3

NC

未接続

3

NC

未接続

4

DC INPUT DC入力

4

DC OUTPUT DC出力

DCジャック
入力電圧範囲

+10〜 +15 V
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仕様
一般
電源電圧

入出力
DC 10 V〜15V（DC IN
10 - 15 V端子からの電
源使用時）

最大消費電流

1400mA以下（DC IN

INPUT（アナログ）
XLR-3-31（凹）相当×4
基準入力レベル：
−70〜−30 dBu、

10 - 15 V端子からの電

2.2 kΩ（MIC設定時）

源使用時）

−30〜＋10 dBu、

動作温度

0℃〜45℃

10kΩ（LINE設定時）

保存温度

−20℃〜60℃

最大入力レベル：

連続動作時間

約5時間

−50 dBu〜−10 dBu、

ソニー単3形アルカリ

2.2 kΩ（MIC設定時）

乾電池8本、サンプリン

−10 dBu〜＋30 dBu、

グ周波数48kHz、25℃、

10 kΩ（LINE設定時）

液晶ライト；オフ、
DC+48 V; オフ
質量

約2.2 kg

外形寸法（突起部含まず）
266×68×206 mm
（幅×高さ×奥行き）

CASCADE INPUT（デジタル）
PHONOジャック、75 Ω
ANALOG OUTPUT（アナログ）
XLR-3-32（凸）相当×2
負荷インピーダンス；
600 Ω以上
基準出力レベル；+4/

正面

−20/−60 dBu
最大出力レベル；
+24 dBu（+4 dBu出力
設定時）
AES/EBU（デジタル）

左側面

XLR3-32（凸）相当、
110Ω
S/PDIF／CASCADE（デジタル）
PHONOジャック、75 Ω

単位：mm
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PHONES（アナログ）

入力換算雑音レベル（E.I.N)
−130 dBu以下（A-

ステレオ標準ジャック×1

weighted、マイク入力

3.5mmTRSジャック×1、

系統、150 Ω終端

負荷インピーダンス：
32 Ω以上、300 mW以
上（32 Ω負荷時）

typical）
T.H.D

+4 dBu時）

TAPE OUT（アナログ）
3.5mmTRSジャック、負

最大出力レベル
クロストーク

ベル；+10 dBu
CAMERA

DC OUT

DC IN 10 - 15 V

12ピン

−90 dB以下（周波数
1 kHz時）

基準出力レベル；
−10 dBu、最大出力レ

+24 dBu、負荷インピー
ダンス10 kΩ

荷インピーダンス；
10 kΩ以上

0.05 %以下（1 kHz、

付属品
メータースケールシート（5）

基準入力レベル；

予備乾電池コンパートメント（1）

0 dBu

フット（4）a)

基準出力レベル；+4/

12ピンマルチコネクター（1）

−20/−60 dBu

クランプフィルター（2）

4ピン（凹）

バンド（2）

出力電圧範囲 +10〜

取扱説明書（1）

+15 V

取扱説明書CD-ROM（1）

XLR-4-32（凸）相当
入力電圧範囲 +10〜
+15 V
DCジャック

a) 本機を机の上などに据え置いてご使用にな
る場合、滑りやすいので、このフットを底面
に貼り付けてご使用になることをおすすめい
たします。

入力電圧範囲 +10〜
+15 V
仕様および外観は、改良のため予告なく変

オーディオ特性

更することがありますが、ご了承ください。
周波数特性

20 Hz〜20 kHz、0.5/
−1 dB（サンプリング
周波数48 kHz時）
20 Hz〜40 kHz、0.5/
−3 dB（サンプリング
周波数96 kHz時）
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ブロックダイアグラム

CH1

CH2

CH3

CH4

+48V

+48V

+48V

+48V

CASCADE
IN

ATT

ATT

ATT

ATT

HA

ADC

ADC

LCF

LCF

OFF A B

24bit
96k/48kHz

Trim
+10 to -30dBu
-30 to -70dBu
HA

ADC

LCF

OFF A B

MS

MS

INT SYNC / DI SYNC

ADC

OFF A B

OFF A B
Trim
+10 to -30dBu
-30 to -70dBu
24bit
96k/48kHz
LCF
HA
Trim
+10 to -30dBu
-30 to -70dBu
HA

DI

Trim
+10 to -30dBu
-30 to -70dBu

48kHz

96kHz

SAMPLING RATE SELECT

LEVEL
METER

CHANNEL
VOL
PAN

LIM
INPUT
LIMITER
LINK/M-S

PAN

PAN

INPUT
LIMITER
LIM
CHANNEL
LEVEL VOL
METER

CHANNEL
VOL

LIM
INPUT
LIMITER
LINK/M-S

AGC/ADC

PAN

INPUT
LIMITER
LIM
CHANNEL
VOL

OSC
1kHz

SLATE
MIC

LEVEL
METER

STEREO
/MONO

PEAK
LED

LIM

1kHz
OFF MASTER
MIC
VOL

LIM
OUTPUT
COMP/
LIMITER

DO

24bit
96k/48kHz

DAC

DO

DAC

AES/EBU

OUTPUT L

TAPE OUT
-10dBu

ATT

OUTPUT R

8 x LR6
(SIZE AA)

DC IN JACK

DC IN
XLR Type

DC OUT

PHONES

PHONES

COAXIAL

CAMERA

ATT

HEADPHONE
AMP

+4/-20/-60dBu

CPU

S/PDIF
CASCADE
24bit
96k/48kHz

HEADPHONE
SELECT
/M-S DECORD

HEATER

INT/EXT
SW

POWER SW
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保証書とアフターサービス
保証書
• この製品には保証書が添付されていますの
で、お買い上げの際にお受け取りくださ
い。
• 所定事項の記入および記載内容をお確か
めのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス
調子が悪いときはますチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べく
ださい。
それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「業務用製品
ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソ
ニー業務用製品ご相談窓口にご相談くださ
い。
保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させてい
ただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要
望により有料修理させていただきます。
保証期間中の修理など、アフターサービスに
ついてご不明な点は、お近くのソニー業務用
製品ご相談窓口にご相談ください。
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Owner’s Record
The model and serial numbers are located
on the rear. Record the serial numbers in
the spaces provided below. Refer to them
whenever you call upon your Sony dealer
regarding the product.
Model No. DMX-P01
Serial No.______________

WARNING
To reduce the risk of fire or electric
shock, do not expose this
apparatus to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not
open the cabinet. Refer servicing to
qualified personnel only.
CAUTION
The apparatus shall not be exposed to
dripping or splashing. No objects filled
with liquids, such as vases, shall be placed
on the apparatus.
WARNING
Excessive sound pressure from earphones
and headphones can cause hearing loss.
In order to use this product safely, avoid
prolonged listening at excessive sound
pressure levels.
Batteries shall not be exposed to excessive
heat such as sunshine, fire or the like.
For the customers in the U.S.A.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class A
digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment.
This equipment generates, uses, and can
radiate radio frequency energy and, if not
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installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications.
Operation of this equipment in a
residential area is likely to cause harmful
interference in which case the user will be
required to correct the interference at his
own expense.
You are cautioned that any changes or
modifications not expressly approved in
this manual could void your authority to
operate this equipment.
All interface cables used to connect
peripherals must be shielded in order to
comply with the limits for a digital device
pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC
Rules.
This device complies with Part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device
may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any
interference received, including
interference that may cause undesired
operation.
For the customers in Canada
This Class A digital apparatus complies
with Canadian ICES-003.
For the customers in Europe
This product is intended for use in the
following Electromagnetic Environments:
E1 (residential), E2 (commercial and light
industrial), E3 (urban outdoors), E4
(controlled EMC environment, ex. TV
studio).

For the customers in the U.S.A.
SONY LIMITED WARRANTY Please visit http://www.sony.com/psa/
warranty for important information and
complete terms and conditions of Sony’s
limited warranty applicable to this
product.
For the customers in Canada
SONY LIMITED WARRANTY Please visit http://www.sonybiz.ca/pro/
lang/en/ca/article/resources-warranty for
important information and complete
terms and conditions of Sony’s limited
warranty applicable to this product.

For the customers in Korea
SONY LIMITED WARRANTY Please visit http://bpeng.sony.co.kr/
handler/BPAS-Start for important
information and complete terms and
conditions of Sony’s limited warranty
applicable to this product.

AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques
d’incendie ou d’électrocution, ne
pas exposer cet appareil à la pluie
ou à l’humidité.

AVERTISSEMENT
Une pression acoustique excessive en
provenance des écouteurs ou du casque
peut provoquer une baisse de l’acuité
auditive.
Pour utiliser ce produit en toute sécurité,
évitez l’écoute prolongée à des pressions
sonores excessives.
N’exposez pas les batteries à une chaleur
excessive, au soleil ou près d’un feu par
exemple.

GB
Pour les clients au Canada
Cet appareil numérique de la classe A est
conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Pour les clients en Europe
Ce produit est prévu pour être utilisé dans
les environnements électromagnétiques
suivants : E1 (résidentiel), E2 (commercial
et industrie légère), E3 (urbain extérieur)
et E4 (environnement EMC contrôlé, ex.
studio de télévision).
Pour les clients au Canada
GARANTIE LIMITÉE DE SONY Rendez-vous sur http://www.sonybiz.ca/
pro/lang/en/ca/article/resourceswarranty pour obtenir les informations
importantes et l’ensemble des termes et
conditions de la garantie limitée de Sony
applicable à ce produit.

Afin d’écarter tout risque
d’électrocution, garder le coffret
fermé. Ne confier l’entretien de
l’appareil qu’à un personnel
qualifié.
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For the customers in Europe
Sony Professional Solutions Europe Standard Warranty and Exceptions on
Standard Warranty.
Please visit http://www.pro.sony.eu/
warranty for important information and
complete terms and conditions.

ATTENTION
Eviter d’exposer l’appareil à un
égouttement ou à des éclaboussures. Ne
placer aucun objet rempli de liquide,
comme un vase, sur l’appareil.

WARNUNG
Um die Gefahr von Bränden oder
elektrischen Schlägen zu
verringern, darf dieses Gerät nicht
Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt
werden.
Um einen elektrischen Schlag zu
vermeiden, darf das Gehäuse nicht
geöffnet werden. Überlassen Sie
Wartungsarbeiten stets nur
qualifiziertem Fachpersonal.
VORSICHT
Das Gerät ist nicht tropf- und
spritzwassergeschützt. Es dürfen keine mit
Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B.
Vasen, darauf abgestellt werden.
WARNUNG
Zu hoher Schalldruck von Ohrhörern und
Kopfhörern kann Gehörschäden
verursachen.
Um dieses Produkt sicher zu verwenden,
vermeiden Sie längeres Hören bei sehr
hohen Schalldruckpegeln.
Akkus dürfen keinesfalls übermäßiger
Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden, wie
z.B. Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.
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Für Kunden in Europa
Für die folgenden elektromagnetischen
Umgebungen: E1 (Wohnbereich), E2
(kommerzieller und in beschränktem Maße
industrieller Bereich), E3 (Stadtbereich im
Freien) und E4 (kontrollierter EMVBereich, z.B. Fernsehstudio).
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Overview
The DMX-P01 is a portable digital
mixer designed for professional
electronic news gathering (ENG) and
electronic field production (EFP). The
DMX-P01 has a compact, lightweight
body designed to be used in field
production, making it ideal for use
with digital video and audio recording
media such as a camcorder and
microphones, and so on.

Digital cascade

The DMX-P01 has the following
features.

The LCD panel enables the unit to
display the level meter, battery
remaining amount, or cumulative time
in use.
The level meter can be easily chosen
from among a VU, a dBFS or four
types of PPM meters.
Setup menus displayed on the LCD
allow to easily change various
parameter settings.
Also, since a heater is built into the
LCD, the heated LCD displays
normally, even at low temperature.

High quality audio signal
processing
The unit allows you to select a
sampling frequency of either 48 kHz
or 96 kHz
The unit converts an analog signal to a
24-bit digital signal and outputs an
AES3 format (AES/EBU connector)
or an IEC60958 format (S/PDIF
coaxial connector) digital audio signal.
This enables to record the sound with
excellent quality using digital
peripheral equipment such as a
portable recorder corresponding to an
96-kHz sampling frequency.

4 microphone/line inputs/2
balanced outputs
The unit is equipped with 4
microphone/line inputs and 2 outputs,
all with XLR type balanced
connectors. Furthermore, digital AES/
EBU output (stereo) with XLR
connectors and IEC60958 format
digital output with a coaxial connector
are provided.
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Since the unit is equipped with coaxial
input/output connectors, DMX-P01
mixers can be cascaded using one
coaxial cable, for applications
requiring additional inputs.

LCD panel for various
displays and easy setup

High quality digital limiters/
compressors
The unit is equipped with digital
limiters at the input and both digital
compressor/limiters at the output.
Using these features, the unit can
provide highly stable audio recording.

Scene storing/recalling
The unit allows you to store up to ten
different parameter settings such as
panel-lock, parameter lock, and so on,
as a scene file. Recalling the desired
scene file switches the operating
parameters of the unit immediately.

Full parameter controls on
the front panel similar to
those of analog mixers
Controls and switches are logically
laid out on the front panel to allow
fast, easy and accurate setting
adjustments. Also, the panel-lock
function prevents you from operating
the unit accidentally.

Solid and lightweight
Since the unit is compact and
lightweight, you can carry it easily.
Also, its solid design enables it to
stand work in the field.

Precautions
• The unit is designed for use in
ambient temperature range of 0°C to
45°C (32°F to 113°F).
• Do not place the unit on or near heat
sources, such as lighting equipment,
power amplifiers, or in a place
subject to direct sunlight or excessive
moisture. In such places, the external
finish or internal parts of the unit
may be damaged.
• If the unit is used in a very humid or
dusty place or in a place subject to an
active or corrosive gas, clean it
surface as well as the connectors
with a dry, soft cloth soon after use.
Lengthy use of the unit in such
places or not cleaning it after its use
in such places may shorten its life.

• When cleaning the unit, never use
organic solvents such as thinner or
benzine, which will damage the
finish of the unit.
• The unit has been factory adjusted
precisely. Do not tamper with its
internal parts or attempt to repair it.
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Using the CD-ROM Manual
The supplied CD-ROM includes
versions of the Operating Instructions
for this unit in Japanese, English,
French, German, Italian, Spanish and
Chinese, in PDF format.

Preparations

To Read the CD-ROM
Manual
To read the Operating Instructions
contained in the CD-ROM disc, do the
following:

1
The following program must be
installed on your computer in order to
read the Operating Instructions
contained in the CD-ROM.
• Adobe Reader Version 6.0 or higher

A cover page appears
automatically in your browser.
If it does not appear automatically
in the browser, double click the
index.htm file on the CD-ROM
disc.

memo

If Adobe Reader is not installed, it
may be downloaded from the
following URL:
http://www.adobe.com
Adobe and Adobe Reader are trademarks of
Adobe Systems Incorporated in the United
States and/or other countries.

Insert the CD-ROM disc in your
CD-ROM drive.

2

Select and click the Operating
Instructions that you want to read.
This opens the PDF file of the
Operating Instructions.

memo

The files may not be displayed
properly, depending on the version of
Adobe Reader. In such a case, install
the latest version you can download
from the URL mentioned in
“Preparations” above.
Note

If you have lost or damaged the CDROM, you can purchase a new one to
replace it. Contact your Sony
representative.
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Location and Function of Parts and
Controls
Front Panel

1 Input section
2 Digital function section
3 Power switch

7 Output section
6 Headphones monitor mode switch
5 PHONES connector
4 LEVEL control

1 Input section

1 PAN control
2 LCF switch

5 LINK/M-S switch
4 Input gain control
3 Input level control

1 PAN control
Adjusts the mix level of the input
signal sent to the Left and Right buses.
The adjustable range is 0 dB to –3 dB
(at the center position) to - ∞ .
When the control is turned fully to
the L side: The signal is sent to the
Left bus at a 0 dB gain. The signal
to the Right bus is completely
attenuated.
When the control is turned fully to
the R side: The signal is sent to the
Right bus at a 0 dB gain. The
signal to the Left bus is completely
attenuated.
When the control is placed at the
center position: A signal of –3 dB
is sent to both the Left and Right
buses.
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2 LCF (Low Cut Filter) switch
Selects the frequency of the low cut
filter of each channel.
OFF: Select this position to deactivate
the LCF switch.
A, B: A cut-off frequency between 50
and 400 Hz at 48-kHz sampling
frequency and between 70 and 400
Hz at 96-kHz sampling frequency
can be assigned to each position.
The filter is 12 dB per octave.
The SETUP menu allows you to set
the cut-off frequency.
For detailed information, see “4. LCF
Sub-Menu” on page 83.
3 Input level control
Adjusts the input level of each
channel. The adjustable range is
between –∞ (at the fully
counterclockwise position) and
+10 dB (at the fully clockwise
position).
The function of this control depends
on the setting of the 5 LINK/M-S
switch.
For detailed information, see “5
LINK/M-S switch” on this page.
4 Input gain control
Adjusts the gain of the input head
amplifier of each channel.
The adjustable range depends on the
setting the input select switch located
on the left side of the unit.
When the input select switch is set
to LINE: The adjustable range is
enclosed in a square. The range is
between +10 dB (at the fully
counterclockwise position) and
–30 dB (at the fully clockwise
position).
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When the input select switch is set
to MIC or MIC+48 V: The range
is between –30 dB (at the fully
counterclockwise position) and
–70 dB (at the fully clockwise
position).
5 LINK/M-S switch
By setting this switch to the
LINK/ M-S position, channels 1 and 2
and channels 3 and 4 can be set to
either LINK mode or M-S mode.
The SETUP menu allows you to select
either LINK or M-S mode.
For detailed information, see “5. CH
LINK/M-S Sub-Menu” on page 84.
When the switch is set to
LINK/M-S:
When LINK is selected on the 5.
CH LINK/M-S sub-menu; The
unit is in link mode. Channels 1
and 2 and channels 3 and 4 are
linked and act as a stereo pair.
Channels 1 and 3 are Left and
channels 2 and 4 are Right. The
input level control of channel 1
adjusts the input level of channels
1 and 2, and the input level control
of channel 3 adjusts the input
level of channels 3 and 4. In this
case, the PAN control becomes a
Left/Right balance control. At the
center position, an impression of
stereo sound can be obtained.
The LCF switches of channels 1
and 3 are activated. The LCF
switch of channel 1 acts as the
LCF switch of channel 2, as well.
Also, the LCF switch of channel 3
acts as the LCF switch of channel
4 at the same time.

When M-S is selected on the 5.
CH LINK/M-S sub-menu; The
unit is in M-S mode.
Select this position for M-S
decoding when an M-S
microphone is used.
Connect channel 1 and channel 3
to the M side and channel 2 and
channel 4 to the S side. In such a
case, the input level control of the
CH-1 and CH-3 act as an input
level control and the input level
controls of the CH-2 and CH-4 act
as a phase control. Turning the
phase control to the right provides
an expansive feeling.
When the switch is set to OFF:
Controls and switches act as those
of each channel, independently.
2 Digital function section
1 LIGHT switch

2 SLATE switch
Only activates when the
4 FUNCTION switch is set to
SLATE. Turns the slate function on or
off. The slate function allows you to
record the scene number or take
number along with the sound at the
beginning of a recording for each cut,
or adjust the level using a 1-kHz
reference signal when recording using
a camcorder or recorder.
MIC: Outputs the sound to all of
output connectors from the built-in
condenser microphone.
1 kHz: Outputs a 1-kHz reference
signal to all of the output
connectors.
OFF: The slate function is disabled.
To output the voice from the
microphone or a 1-kHz reference
signal

1

Turn the L/R MASTER volume
control toward the right to
increase the volume.

2

Set the SLATE switch to either
MIC or 1 kHz.

3

Set the FUNCTION switch to
SLATE.

4

Push the ADJUST knob.
Output of the voice from the
microphone or a 1 kHz reference
signal depends on how you press
the ADJUST knob.
When you press and hold the
ADJUST knob:
The sound or signal is output
while this knob is being pressed.
When you release the knob,
output ceases.

2 SLATE switch
3 LCD

6 Slate microphone
5 ADJUST knob
4 FUNCTION switch

1 LIGHT switch
Turns the light of the LCD on or off.
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When you press the knob and
release it instantly:
When you press the knob and
release it instantly, the sound or
signal continues to be output.
When you press the knob and
release it again, output ceases.
3 LCD (Liquid Crystal Display)
What is displayed depends on the
setting of the FUNCTION switch.
For detailed information, see “4
FUNCTION switch.”
A heater is built into the LCD to be
used in cold weather. This prevents
the LCD from slowing down the
display speed. The temperature is
detected and the heater is
automatically turned on or off.
Note

This heater is activated only with an
external power supply. When the
power is supplied from the batteries,
the heater is not activated.
4 FUNCTION switch
LOCK: Set to this position to lock the
controls and switches on the front
panel to the settings at the time
you set the switch to the LOCK
position. Switches and controls
locked are the Input level control,
PAN control, LINK/M-S switch,
MASTER control and MASTER
LINK switch.
The PANEL LOCK sub menu of
the SETUP menu allows you to
decide which switches and controls
are to be locked or unlocked.
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LCD in the lock mode: Displayed
in the display mode. You can
select the item to be displayed by
turning the ADJUST knob.
When you operate locked
switches or controls: The
following message is displayed to
state that the switch or control is
locked.

However, these switches and
controls activate with the current
settings when the FUNCTION
switch is set to the SETUP or
DISPLAY position.
When the power is turned off
with the lock setting in place:
Switches and controls are still
locked when you turn on the power
again.
SETUP: Set to this position to set
parameters.
DISPLAY: Set to this position to
display meters. The meter to be
displayed is changed in the
following sequence by turning the
ADJUST switch: Full size level
meter t Multi meter t Input
level meter for channels 1 and 2
t Input level meter for channels
3 and 4 t Information.
SLATE: Set to this position to use the
SLATE function. The SLATE
switch becomes activated. The
kind of the output signal depends
on the setting of 2 SLATE
switch.

5 ADJUST (PUSH ENTER) knob
Used for menu operations. Select a
menu by turning the knob and execute
by pressing the knob.
When the SLATE function is on, this
switch acts as the slate signal output
button.
6 Slate microphone
This built-in condenser microphone is
activated when the ADJUST knob is
pressed.
For detailed information on how to
output voice from the microphone, see
“To output the voice from the
microphone or a 1-kHz reference
signal” on page 63.
3 Power switch
Turns the power on or off.
When the power is on, the external
power supply is selected automatically
when the power is supplied externally.
If the internal batteries are inserted,
the power supply is not interrupted
even if you disconnect and re-connect
the external power supply. Also, you
can change the internal batteries
without interrupting operations when
you use the external power supply.
4 LEVEL control
Adjusts the headphones volume level.
5 PHONES connector (stereo
phone jack)
Connects the headphones. The same
signal as the one from the PHONES
connector located on the right side of
the unit is output.
The signal to be output depends on the
setting of the 6 Headphones monitor
mode switch.

6 Headphones monitor mode
switch
Selects the signal to be monitored
through the headphones.
L/R: Outputs the Left signal of the
master output signal to the Left
channel and the Right signal to the
Right channel as stereo.
L+R: Outputs a mixed signal of the
master output signal to both Left
and Right channels as mono.
L: Outputs the Left signal of the
master output signal to both Left
and Right channels.
R: Outputs the Right signal of the
master output signal to both Left
and Right channels.
M-S: Outputs the M/S decoded signal
to the PHONES connector. Select
this position when the M-S (MidSide) microphone is used and only
the output signal to the PHONES
connector is to be decoded.
CAMERA: Outputs the signal from
the camcorder input to the
CAMERA connector located on
the right side.
7 Output section
1 PEAK indicator

2 MASTER LINK switch
3 L/R MASTER volume control

65

Location and Function of Parts and Controls

1 PEAK indicator
Lights in red when the output signal
reaches –3 dB from a clipping level.
When the output compressors/limiters
activate, this indicator lights to
indicate the compressor/limiter
operations, as follows.
When the input level exceeds the
preset threshold level, the output
compressors activate and the indicator
lights in orange.
When the input level exceeds the
preset threshold level, the limiters
activate and the indicator lights in red.
The OUTPUT COMP L and OUTPUT
COMP R sub-menus of the SETUP
menu allow you to make settings of
the threshold level for the
compressors/limiters.

2 MASTER LINK switch
Setting the switch to the LINK
position links the Left channel output
and Right channel output of the master
output. The L MASTER volume
control adjusts the output level of both
channels. In this case, the R MASTER
volume control is not activated. This
function is not applied to the output
compressor/limiter.
3 L/R MASTER volume control
Adjusts the output level. The
adjustable range is – ∞ dB at the fully
counterclockwise position, 0 dB and
+10 dB at the fully clockwise position.

Left Panel
1 Battery compartment
2 DC OUT connector
3 INPUT connector

5 CASCADE IN connector

1 Battery compartment
Accommodates eight LR6 (size AA)
alkaline batteries.

66

4 LINE/MIC/MIC +48V switch

2 DC OUT connector (4-pin,
female)
Supplies the power to a UHF portable
tuner WRR-860A/861A/862A
(option).

Notes

• Be sure not to connect devices other
than a UHF portable tuner.
• The unit outputs the power, only
when the unit operates with an
external power supply.
This connector outputs the power by
dividing the power input via the
DC IN 10-15 V connector. Thus the
output voltage depends on the power
input via the DC IN 10 - 15 V
connector.
3 INPUT (analog signal input)
connectors (XLR type 3-pin, female)
Input the analog audio signals of the
four channels CH1, CH2, CH3 and
CH4.
4 LINE/MIC/MIC +48V switch
Selects the position to match the
incoming signal level of each channel.
LINE: Set to this position when
connecting equipment with an
input signal level between
+10 dBu and –30 dBu.
MIC: Set to this position when
connecting the equipment with an
input signal between –30 dBu and
–70 dBu, especially when
connecting a microphone.
MIC +48V: Set to this position when
connecting the equipment with an
input signal between –30 dBu and
–70 dBu, especially when
connecting a DC +48V power
microphone.

5 CASCADE IN (Cascade signal
input) connector (Phono jack)
Used for a cascade connection. When
this unit is as the second one
connected, connect this connector to
the COAXIAL connector located on
the right panel of the first DMX-P01.
This unit is synchronized with the first
DMX-P01 using the master clock
signal extracted from the signal of this
connector.
Note

In a cascade connection, the sampling
rate of both DMX-P01 mixers must be
matched. Set the sampling rate to
match using the SAMPLING RATE
switch.
Also, do not input the IEC60958
format signal to the CASCADE
INPUT connector.
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Right Panel
3 Digital output section

1 PHONES connector

2 Analog output section

4 DC IN 10 - 15V connector
5 DC IN 10 - 15V connector

6 STEREO/MONO switch

1 PHONES connector (3.5 mm
TRS jack)
Connects the headphones. The same
signal as the one output from the
PHONES connector located on the
front panel is output.
2 Analog output section
1 ANALOG OUTPUT L/R connectors
2 CAMERA connector

3 LEVEL switch
4 TAPE OUT connector
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1 ANALOG OUTPUT L/R (analog
signal output) connectors (XLR type
3-pin, male)
Outputs the Left and Right analog
master signals.
2 CAMERA (analog signal input/
output) connector (12-pin)
Connects to a camcorder. Outputs the
master analog signal and inputs the
return signal from the camcorder.
Make connection which matches the
specifications of the camcorder using
the supplied connector.
For detailed information on the pin
assignment, see “Pin Assignments of
Connectors” on page 99.
3 LEVEL (output level select)
switch
Selects the reference level of the Left
and Right analog master signals and
the CAMERA output signal from
among +4 dBu, –20 dBu, and –60 dBu.

4 TAPE OUT (analog signal
output) connector (3.5mm TRS
jack)
Outputs an unbalanced stereo analog
signal. The reference level is fixed to
–10 dBu.
3 Digital output section
1 AES/EBU connector

2 SAMPLING RATE
switch
3 COAXIAL connector
4 S/PDIF / CASCADE switch

1 AES/EBU (AES/EBU signal
output) connector (XLR type 3-pin,
male)
Outputs the digital master signal in
AES/EBU format. Used to connect the
unit to a digital recorder. The
sampling frequency is the same as the
one selected using the 2 SAMPLING
RATE switch.
2 SAMPLING RATE (sampling
frequency select) switch
Selects the sampling frequency, either
48 kHz or 96 kHz.

Note

When you change the sampling
frequency, turn the power off once,
and then turn it on again. After the
power is turned on again, the unit
operates according to the new
sampling frequency.
You can check the current sampling
frequency at which the unit operates
on the Information window.
For details, see “Information” on
page 76.
3 COAXIAL (digital signal output)
connector (Phono jack)
Outputs the digital signal in IEC60958
format. Used to connect the unit to a
digital recorder or a second
DMX-P01. The sampling frequency is
the same as the one selected using the
2 SAMPLING RATE switch.
4 S/PDIF / CASCADE switch
Selects the signal to be output from
the COAXIAL connector.
S/PDIF: Outputs the same signal as
the master output. Set to this
position when connecting the unit
to a digital recorder
CASCADE: Outputs the Left and
Right bus signals. Set the switch to
this position when connecting the
COAXIAL connector to the
CASCADE IN connector of the
second DMX-P01 in a cascade
connection for adding inputs.
Note

When two DMX-P01 mixers are used
in the cascade connection, the
sampling rate of both mixers should
be matched. Set the same sampling
rate using the SAMPLING RATE
switch.
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4 DC IN 10 - 15 V (external power
input) connector (DC jack type)/
5 DC IN 10 - 15 V (external power
input) connector (XLR type 4-pin,
male)
Inputs the 10 to 15 V DC external
power.
Notes

• An external battery other than BP-90
type battery cannot be connected to
4 DC IN 10 - 15 V (DC jack type)
connector because the polarity of the
DC jack is different.
• Do not connect external batteries to
both 4 DC IN 10 - 15 V connector
(DC jack type) and 5 DC IN 10 - 15
V connector (XLR type 4-pin) at the
same time. Be sure to connect the
external battery to either one.
6 STEREO/MONO (stereo/mono
select) switch
Changes signals to be output from all
of the output connectors to either
stereo or mono.
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Connections
Note

Before making connections, be sure
to turn the power of any peripheral
equipment off.

Basic Connection
An example of a basic connection
where one DMX-P01 is used is as
follows.
UHF portable tuner

Example 1
UHF portable
transmitter

Boom microphone

DMX-P01

to ANALOG
OUTPUT

to CH-1 INPUT
to AES/EBU

Digital recorder

Example 2

Boom microphone
to AUDIO IN connector
to AUDIO OUT connector
to CH-1 INPUT

DMX-P01

to CAMERA

to CH-2 INPUT
to CH-3 INPUT

UHF portable 2 CH tuner

to AES/EBU

Digital recorder

UHF portable transmitter
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Cascade Connection
An example of a cascade connection is
as follows.

Boom microphone

to CH-1 INPUT

First DMX-P01

Video recorder
to CH-2 and CH-3
INPUT

to CH-1and
CH-2 INPUT

to CASCADE IN

to COAXIAL a)

MD recorder

to ANALOG
OUTPUT L/R

to COAXIAL b)
to AES/EBU
to CH-3 and
CH-4 INPUT
UHF portable UHF portable
Second DMX-P01
2 CH tuner
transmitter

a) Set the S/PDIF / CASCADE switch to CASCADE.
b) Set the S/PDIF / CASCADE switch to S/PDIF.
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Digital recorder

Attaching the clamp
filters

2

Wind the band around the base of
the connector to prevent the clamp
filter from moving by passing one
end of the band through the hole
and tightening it.

Caution

For customers in Europe
When using the COAXIAL
connector
This unit is supplied with clamp filters
and bands to hold them in place.
When you connect the COAXIAL
connector of this unit to another
DMX-P01 or to a digital recorder, be
sure to attach these clamp filters to
both ends of the connecting cable.
Coaxial cable

Clamp filter

Band

Note

This unit will not meet the
requirements of the CISPR 22 Class B
electromagnetic interference standard
if clamp filters are not attached to
coaxial cables.

To attaching the clamp filters

1

Attach the clamp filter at the base
of the connector at each end of the
cable, and then close the clamp
filter until it clicks.
Note

If the clamp filter is attached far
from the base of the connector,
the clamp filter may not be
effective.

Clamp filter
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Digital recording in
cascade connection

2

Insert the top of the cascade band.
Cascade band

When performing digital recording
using two DMX-P01s, use the
supplied cascade band to obtain the
following advantages:
• The potential difference between two
units can be minimized by
connecting those two units using the
cascade band.
• This improves the stability of the
unit against sources of external noise
such as static electricity and so on.
This results in a more stable digital
recording.
To attach the cascade band

1
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Loosen screws by turning them
counterclockwise.

3

Fasten them firmly by turning
clockwise.

Display in the Display Mode
The display mode, when the
FUNCTION switch is set to
DISPLAY, allows you to display all
kinds of meters, the unit operating
status and so on. In day-to-day
operation, use the unit in the display
mode. In display mode, four kinds of
screen display are available.
Select a desired screen display as
follows.

1

2

1

Set the FUNCTION switch to
DISPLAY.

2

Display the desired screen display
by turning the ADJUST knob.
For detailed information on the
display mode, see the following
“About the display mode.”

About the display mode
There are four kinds of screen display,
as follows.
Full size level meter
Displays only the signal level.
This mode is suitable when you want
to monitor the signal level.

Multi meter
Displays the accumulating time, level
meter, and battery indicator. This is
the default setting.
When you use the internal battery:
You can confirm the amount of
battery power remaining.

When you use an external battery:

For detailed information on the
battery indicator, see “Battery life”
on page 95.
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Input level meter
Displays the pre-fader level of the
input signal of each input connector.
This display allows you to confirm
whether or not the signal is input
correctly.
Input level meter for channels 1 and
2:

Information
Displays the synchronization status
and the sampling frequency.
LOCK: Appears when the unit is
synchronized with the input signal from
the CASCADE IN connector on the left
panel.
UNLOCK: Appears when the unit is
synchronized with the internal clock
signal.

L: Pre-fader level of channel 1

Displays the current sampling frequency.
R: Pre-fader level of channel 2

Input level meter for channels 3 and
4:
L: Pre-fader level of channel 3

R: Pre-fader level of channel 4

Level meter display when the slate
signal is output:
When the SLATE switch is set to
MIC, the meter displays ∞ while voice
is being output from the slate
microphone.
When the SLATE switch is set to 1
kHz, the meter displays the pre-fader
level even though the 1-kHz reference
signal is being output.
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About the level meter display
You can change the type of level
meter to be displayed on the LCD to
another without replacing the entire
meter. Six types, VU, PPM1, PPM2,
PPM3, PPM4 and dBFS, are available.
The dBFS display is selected at the
default setting.
For detailed information, see “11.
METER SELECT Sub-Menu” on page
87.
When you change the level meter type
using the METER SELECT submenu, you should change the meter
scale sheet (supplied).
For detailed information on how to
replace the meter scale sheet, see
“Replacing a Meter Scale Sheet” on
page 96.

Settings from the Setup Menu
Setup Menu Structure
You can set all sorts of parameters
using the setup menu organized in the
following 13 sub-menus.

For details, see “Storing a scene”
on page 82, and “Recalling a
scene” on page 81.

For details, see “Using the
Unit to a Camcorder” on
page 89.

to the next page
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Basic Menu Operation

3

This section describes basic operating
procedures for using a menu, taking
the 9. PARAMETER LOCK submenu as an example.

Press the ADJUST knob to access
the appropriate sub-menu.
The unit displays the setting submenu to be used to make the
settings.
The return mark blinks.
The return mark blinks.

4
ADJUST knob
FUNCTION switch

1

Set the FUNCTION switch to
SETUP.
The sub-menu page of the SETUP
menu that was used when the last
menu operation was performed
appears.

2

Turn the ADJUST knob until the
desired sub-menu page appears.
In this case, turn the ADJUST
knob until the ninth sub-menu, 9.
PARAMETER LOCK sub-menu,
appears.

Turn the ADJUST knob to the
right.
The unit allows you to select the
item to be set.
The return mark disappears from
the LCD and the cursor moves to
the first of the item that can be set.
The first item, METER in this
example, blinks.
When the corresponding submenu has multiple items, such
sub-menus are displayed as
follows.

The first item blinks.

Shows there are other items that
can be set.

When there are multiple items, go
to step 5.
When there is only one item, go to
step 7.
(Continued)
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When you want to perform an
operation such as a reset (12.
HOURS METER sub-menu), or a
check of an item (3. CAMERA
RETURN sub-menu) on the
appropriate sub-menu, go to step
7.

5

Turn the ADJUST knob until the
desired item blinks.
Turning it to the right results in
the cursor moving to the next
item, and turning it to the left
results in the cursor moving to the
previous item.

6

Press the ADJUST knob.
The cursor moves to the selection,
or the set value of the selected
item, and the selection or set value
blinks.
The selection or set value blinks.

7
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Turn the ADJUST knob to the
right or left until the blinking
cursor moves to the desired
selection or the desired set value
appears.
To reset on the 12. HOURS
METER sub-menu or to check
an item on the 3. CAMERA
RETURN sub-menu:
Turning the ADJUST knob to the
right results in RESET or CHECK
blinking.

To select the setting:
Turn the ADJUST knob to the
right or left, and the subsequent
selection blinks.
To increase or decrease the set
value:
Turning the ADJUST knob to the
right or left increases or decreases
the set value step by step.
While adjusting the value:
The unit operates using the value
which is currently being adjusted.
You can select the appropriate
value while monitoring the
response of the unit to the value as
it is adjusted.

8

Press the ADJUST knob to
execute the change.
The change is carried out, and the
setting is made.
The cursor moves to the setting
item and blinks.
When there are multiple setting
items to be set, perform the
remaining settings by repeating
steps 5 to 8.
On the 12. HOURS METER submenu or on the 3. CAMERA
RETURN sub-menu, resetting or
checking is started by pressing the
ADJUST knob.

Note

If you turn the power off without
executing the change while
performing operations in step 7, the
settings or changes performed in step
7 are not stored. Be sure to execute the
change in step 8 first, and then turn the
power off.

To move to another sub-menu

1

When the cursor blinks beside the
setting item just set, turn the
ADJUST knob to the left until the
return mark to the left of the top
setting item appears and blinks.

2

Press the ADJUST knob.
The sub-menu appears.

3

Turn the ADJUST knob to the left
or right until the desired sub-menu
appears, and then press the
ADJUST knob.

When you cannot enter the
setting mode from the sub-menu
That sub-menu has been locked to
prevent misoperation using 9.
PARAMETER LOCK sub-menu. To
perform settings on that sub-menu,
unlock it using the 9. PARAMETER
LOCK sub-menu.

1. SCENE RECALL SubMenu
Recalling a scene

1

Turn the ADJUST knob until the
1. SCENE RECALL sub-menu
appears, and then press the
ADJUST knob.

The scene currently recalled is enclosed
in parentheses.

Note

If parameters included in the
currently recalled scene are
changed using a sub-menu, the
parentheses disappear from the
currently recalled scene indicator.

LOCK blinks.

2

Turn the ADJUST knob until the
scene number to be recalled
blinks.
Turning the ADJUST knob to the
right changes the scene number in
the following sequences: SCENE
0 t SCENE 1 t SCENE 2
......SCENE 8 t SCENE 9 t
DEF. Turning the ADJUST knob
to the left changes the scene
number in the reverse order.

3

Press the ADJUST knob.
The scene selected in step 2 is
recalled. This recalled scene
number is enclosed in
parentheses.

For details, see “9. PARAMETER
LOCK Sub-Menu” on page 86.

81

Settings from the Setup Menu

Turning the ADJUST knob to the
left changes the scene number in
the reverse order.
The status display section shows
the status of each scene.

2. SCENE STORE SubMenu
This sub-menu allows you to store ten
different parameter settings as a scene
file from scenes nos. 0 to 9. Recalling
the desired scene changes the unit to
the desired setup immediately.
Parameters stored in a scene
file
Parameters set on sub-menus 4 to 11.

Display

Status

DEFAULT

The corresponding
scene file is not used
(parameters are default
settings).

STORED

The default settings are
overwritten (parameters
other than the defaults
are stored).

Note

For settings on the 10. PANEL LOCK
sub-menu, only the locked switches
and controls are stored. To actually
lock those switches and controls, you
should set the FUNCTION switch to
the LOCK position.

3

Press the ADJUST knob.
The cursor moves to the status
display section and CANCEL
appears there.

4

Turn the ADJUST knob to the
right to display WRITE.
Turning the ADJUST knob to the
right changes the status display
section in the following sequence:
CANCEL t WRITE t
ERASE.
To cancel the storing operation
and return the cursor to the
scene number selection area:
Display CANCEL.

Storing a scene

1

Turn the ADJUST knob until the
2. SCENE STORE sub-menu
appears, and then press the
ADJUST knob.

To reset the parameters to the
default settings:
Display ERASE.

Status display section

2
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Turn the ADJUST knob until the
desired scene number blinks.
Turning the ADJUST knob to the
right changes the scene number in
the following sequences: SCENE
0 t SCENE 1 t SCENE 2
......SCENE 8 t SCENE 9.

5

Press the ADJUST knob to
execute the change.
Parameters currently set are stored
as a scene with the number
selected in step 2.

3. CAMERA RETURN
Sub-Menu
This sub-menu allows you to check
whether or not signal transmission and
reception are correctly performed
between the unit and a camcorder by
transmitting a 1-kHz reference signal
from all of output connectors of the
unit.
By comparing the 1-kHz reference
signal sent from the unit with the
signal returned from the camcorder, an
error is detected. You can confirm the
connection status and adjust the output
level and recording according to the
error detected.
For detailed information, see “Using
the Unit to a Camcorder” on page 89.

4. LCF Sub-Menu
This menu allows you to set two kinds
of frequencies for the input low-cut
filter as entries A and B.
You can change either A or B using
the LCF switch on the front panel.
4. LCF sub-menu

Turning the ADJUST knob to the right or
left increases or decreases the
frequency.

Default frequency for the low cut
filter
A: 70 Hz
B: 140 Hz
Available frequencies
At the 48-kHz sampling frequency:
50, 70, 100, 120, 140, 160, 180, 200,
220, 240, 260, 280, 320, 360 and 400
At the 96-kHz sampling frequency:
70, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220,
240, 260, 280, 320, 360 and 400
Note

At the 96-kHz sampling frequency, 50
Hz cannot be selected.
If the 50 Hz frequency is selected at
48-kHz sampling frequency and the
sampling frequency is switched to 96
kHz, the setting of 50 Hz is changed to
70 Hz. When the sampling frequency
is switched to 48 kHz again, the
setting of 50 Hz is restored.
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5. CH LINK/M-S SubMenu
This menu allows you select whether
input channels 1 and 2 or channels 3
and 4 are set to LINK mode or M-S
mode independently.

6. INPUT LIMITER SubMenu
This sub-menu allows you to set the
threshold level of the limiter for each
channel.
6. INPUT LIMITER sub-menu

5. CH LINK/M-S sub-menu
Turning the ADJUST knob to the right
changes the setting item in the following
sequence: CH1-2 t CH3-4.

Turning the ADJUST knob to the right
changes the selection in the following
sequence: LINK t M-S t REV M-S.

Turning the ADJUST knob to the right
changes the setting item in the following
sequence: CH1 t CH2 t CH3 t
CH4.

Turning the ADJUST knob to the right or
left increases or decreases the set value
between OFF, 0 and -20 dBFS in units
of 2 dB.

Default setting: LINK
Selection Function
LINK

M-S

Channels 1 and 2 or channels
3 and 4 are set to link mode
and linked as stereo. Switches
and controls of channel 1 or
channel 3 are activated and
those of channel 2 and
channel 4 are disabled.
Selects when the MS
microphone is used. Channels
1 and 2 or channels 3 and 4
are set to M-S mode. The input
level control of channel 1 and
channel 3 acts as the input
level control of those channels
and the input level control of
channels 2 and 4 acts as the
phase adjust knob.

REV M-S Used when the MS
microphone is placed upside
down. In this mode, even if the
MS microphone is placed
upside down, the right and left
signals are not reversed.
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Default threshold level
CH1 to CH4: OFF
Display of the threshold level
When the dBFS meter is selected on
the 11. METER SELECT sub-menu,
the threshold level is displayed in the
unit of dBFS.
The adjustable range: Between OFF,
0 and –20.
When the meter other than the dBFS
meter is selected, the threshold level is
displayed in the unit of dB.
The adjustable range: Between OFF,
+20 and 0.

7. OUTPUT COMP L
Sub-Menu/8. OUTPUT
COMP R Sub-Menu
These sub-menus allow you to
perform settings for compressors and
limiters of the Left and Right
channels.
7. OUTPUT COMP L sub-menu/
8. OUTPUT COMP R sub-menu

Turning the ADJUST knob to the right
changes the setting item in the following
sequence: THRESHOLD t RATIO t
ATTACK t RELEASE t LIMITER t
L-R LINK. (L-R LINK appears only on
the 7. OUTPUT COMP L sub-menu.)

Set values

Item

Set value

Default

THRESHOLD OFF, –10 to
OFF
–40 dBFS (+10 to
–20 dB),
adjustable in 2 dB
step.
RATIO

2:1, 4:1, 6:1, 10:1

2:1

ATTACK

FAST (0.5ms),
MID (10ms),
SLOW (100ms)

MID
(10ms)

RELEASE

FAST (0.1sec),
MID (1sec),
SLOW (2sec)

MID
(1sec)

LIMITER

OFF, 0 to
–20 dBFS (+20 to
0 dB), adjustable
in 2 dB step.

OFF

L-R LINK a)

Turns LINK mode
on or off.

OFF

a) This item is displayed only on the
OUTPUT COMP L sub-menu. Setting this
item to ON activates the stereo link
function and prevents any unnatural
fluctuation of the audio.

Display of the threshold level
and limiter
When the dBFS meter is selected on
the 11. METER SELECT sub menu,
the threshold level and the limiter are
displayed in the unit of dBFS.
The adjustable range of the
threshold level: Between OFF, –10
and –40.
The adjustable range of the limiter:
Between OFF, 0 and –20.
When the meter other than the dBFS
meter is selected, the threshold level
and the limiter displayed in the unit of
dB.
The adjustable range of the
threshold level: Between OFF, +10
and –20.
The adjustable range of the limiter:
Between OFF, +20 and 0.
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Note

When L-R LINK is set to ON, you
cannot work on the 8. OUTPUT
COMP R sub-menu. If you select the
8. OUTPUT COMP R sub-menu and
press the ADJUST knob, the
following message appears.

9. PARAMETER LOCK
Sub-Menu

9. PARAMETER LOCK submenu
Turning the ADJUST knob to the right
changes the setting item in the
following sequence: METER t LCF
t IN LIMIT t OUT COMP (including
L and R) t LINK/M-S.

Turning the ADJUST knob to the left
changes the selection changes in the
following sequence: UNLOCK t
LOCK.

Default setting: UNLOCK
This sub-menu allows you to lock
parameters set on the following submenus.
• 4. LCF
• 5. CH LINK/M-S
• 6. INPUT LIMITER
• 7. OUTPUT COMP L
• 8. OUTPUT COMP R
• 11. METER SELECT
You can select the lock function on
each sub-menu.
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For locked sub-menus
LOCK is displayed (blinking) at the
top right of the sub-menu. On this submenu you cannot change to the setting
mode even if you press the ADJUST
knob.

10. PANEL LOCK SubMenu
When the FUNCTION switch is set to
LOCK, all of or some of the switches
and controls on the front panel are
locked and you cannot operate them.
This sub-menu allows you to decide
which switches and controls should be
locked, from among the input level
control, PAN control, LCF switch, L/
R MASTER output level control,
LINK/M-S switch, and MASTER
LINK control.
10. PANEL LOCK sub-menu
Turning the ADJUST knob to the right
changes the setting item in the following
sequence: IN VOL t PAN t LCF t
IN LINK t OUT VOL t OUT LINK.

11. METER SELECT
Sub-Menu
This sub-menu allows you to select
the level meter to be displayed on the
LCD from among 6 types of meter,
VU, PPM1, PPM2, PPM3, PPM4 and
dBFS.
The dBFS meter is the default.
When you change the type of meter
displayed using this sub-menu, you
should replace the meter scale sheet
with the one corresponding to the new
meter.
For detailed information on the
supplied meter scale sheets, see
“Replacing a Meter Scale Sheet” on
page 96.
11. METER SELECT sub-menu

Turning the ADJUST knob to the right
changes the selection in the following
sequence: VU t PPM1 t PPM2 t
PPM3 t PPM4 t dBFS.
Turning the ADJUST knob to the right
changes the selection in the following
sequence: LOCK t UNLOCK.

Default setting: LOCK

The type of the meter currently being
displayed is surrounded by parenthesis.

Note

The following table shows the
relationship between the meter
displayed on the LCD and the meter
type.
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Menu selection Meter
VU

VU meter

PPM1

BBC-type meter

PPM2

DIN-type meter

PPM3

NORDIC-type meter

PPM4

IEC-type 1-type meter

dBFS

dBFS meter

Default setting: dBFS

12. HOURS METER SubMenu

13. POWER ON MODE
Sub-Menu
This sub-menu allows you to select
with which settings the unit starts
when the power is turned on.
13. POWER ON MODE sub-menu
Turning the ADJUST knob to the
right changes the setting item in the
following sequence: LAST t
SCENE 0 t DEFAULT.

This sub-menu allows you to reset the
accumulating time.
12. HOURS METER sub-menu

The selected mode is enclosed in
parenthesis.

Default setting: LAST
The available power on modes are as
follows.
When the time is reset, 00:00 appears
in the upper row.
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Selection

Status at power on

LAST

Same settings as the last
time the unit was used.

SCENE 0

Settings stored as Scene 0.

DEFAULT

Default settings

Using the Unit to a Camcorder
This section describes how to connect
the unit to a camcorder and how to
check the connection status.

Connecting a Camcorder
Connect the camcorder to the
CAMERA connector of the unit using
the 10-line multi cable with a 12-pin
multi connector supplied with the unit.
You can send signals from the unit
and receive return signals from the

camcorder only if you use a multi
cable.
For detailed information on the pin
assignment of the CAMERA connector
of the unit, see “Pin Assignments of
Connectors” on page 99.

Camcorder

DMX-P01

to CAMERA

to AUDIO IN
CH-1
connector

to AUDIO
IN CH-2
connector

12-pin multi
connector
(supplied)

to AUDIO
OUT
connector

10-line multi cable
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The following table shows the
reference position of each meter.

Checking the Status of
a Connection

Output meter Reference position

The 3. CAMERA RETURN sub-menu
allows you to check for
misconnections of lines or other
problems between the unit and the
camcorder. This function can prevent
trouble.
To confirm the status of a connection,
proceed as follows.

1

Turn on the power of the unit and
the camcorder.

2

Match the reference level of the
unit and the camcorder.
Set the LEVEL switch on the right
panel of the unit and the input
level select switch on the
camcorder to the same value.
When connecting with a +4 dBu
reference output level:
Set the LEVEL switch of the unit
to +4 and the input level select
switch of the camcorder to LINE.
When connecting with a –60
dBu reference level:
Set the LEVEL switch of the unit
to –60 and the input level select
switch of the camcorder to MIC.
For detailed information on the
switches of the camcorder, refer
to the operations manual supplied
with the camcorder.

3
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Send a 1-kHz reference signal
using the SLATE function of the
unit, and adjust the output level of
the unit to the reference value
using the L/R MASTER volume
control.

VU

0

PPM1

4

PPM2

0

PPM3

0

PPM4

0

dBFS

–20

For detailed information on how
to output the reference signal, see
“To output the voice from the
microphone or a 1-kHz reference
signal” on page 63.

4

Adjust the REC level of the
camcorder.
Adjust the level control of the
camcorder so that the level meter
of a camcorder points to 20.
The adjustment required for
checking the status of a
connection between the unit and
the camcorder has been
completed.
Now, perform a final check of the
connection status using the 3.
CAMERA RETURN sub-menu.

5

Display the 3. CAMERA
RETURN sub-menu, and then
push the ADJUST knob.
The CHECK window appears.

6

Turn the ADJUST knob to the
right so that CHECK blinks on
the sub-menu, and then press the
ADJUST knob.
The test signal is output and the
unit starts checking the status of
the connection.
When the unit and the camcorder
are connected correctly, the
following window appears.

When the maker is located on
the right side of the center
marker:
The level of the return signal from
the camcorder is higher.
In either case, the L/R MASTER
level control of the unit or the
REC level of the camcorder is not
correctly adjusted.
Readjust the level so that the
marker is located at the center,
repeating steps 2 and 3, as
necessary.
A message stating the result of the
check also appears.
For detailed information on
messages, see the following
“Messages stating the results of
check”, on page 92.

When the L/R MASTER level
control of the unit or the REC
level of the camcorder is not
correctly adjusted, the following
window appears.

Note

This adjustment function of the
return signal level is effective
when a camcorder with a balanced
output of 0 dBu is used.

Center marker

7
Shows that the
level of the right
signal is shifted
away from the
correct position.

Shows that the
level of the left
signal is shifted
away from the
correct position.

Push the ADJUST menu.
The unit stops outputting the test
signal and completes the check of
the status of the connection.

To return to the setup sub-menu
Turn the ADJUST knob to the left
until the return mark blinks, and then
press the ADJUST knob.

When the marker is located on
the left side of the center
marker:
The level of the return signal
from the camcorder is lower.
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Messages stating the results of
check
Message

Meaning

SIGNAL OK

Both left and right
signals are connected
correctly.

L-R REVERSE

The connection of the
left and right signals
are reversed.

L-R NO SIGNAL

Neither the left nor
right signal is
connected. Or the
connection is broken.

Lch NO SIGNAL

The left signal is not
connected or the
connection is broken.

Rch NO SIGNAL

The right signal is not
connected or the
connection is broken.

Lch LEAK

The sound is leaking
to the left channel, or
abnormal sound
exists in the left
channel.

Rch LEAK

The sound is leaking
to the right channel,
or abnormal sound
exists in the right
channel.
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Preparing a Power
Supply
The unit can be powered in the
following two ways:
• Internal batteries
Eight LR6 (size AA) alkaline
batteries can be accommodated in the
battery compartment.
• External battery
A lithium ion battery or nickel metal
hydride battery which is connected to
the DC IN 10 - 15 V connector on
the right panel. The unit is equipped
with two types of DC IN 10 - 15 V
connector, an XLR 4-pin and a DC
jack type connector. Use either one
depending on the external battery
you are using.

powered by an external battery while
preserving the life of the internal
batteries, the power supply is switched
from internal batteries if the DC cord
is disconnected accidentally or the
external battery is shut down
suddenly.

Inserting the Batteries
in the Battery
Compartment

1

Pull the battery compartment
toward you by pressing the lock
levers.

Notes

• Do not connect external batteries to
both the 4-pin of the XLR type
connector and the DC jack type
connector at the same time.
Be sure to connect the external
battery to either one.
Connecting external batteries to
both connectors may cause the
deterioration of the external
batteries.
• Do not connect the external battery
other than the BP-90 type battery to
the DC jack type connector,
because the polarity of the DC jack
is different.

Lock levers

2

Open the cover of the battery
compartment by loosening the
screw as illustrated.

When both internal batteries and
an external battery are used
When the power of the unit is turned
on, the power is supplied from the
external battery. Since the unit can be
(Continued)
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3

Align eight new LR6 (size AA)
alkaline batteries with the polarity
markings and insert them into the
battery compartment.
Insert the batteries by aligning
the polarity according to the
markings on the battery
compartment.
+ polarity

5

Reinsert the battery compartment
as it was.
Insert the battery compartment
with the rounded corners facing
upward.

– polarity

Notes

4

Close the cover of the battery
compartment and tighten the
screw.

• When you are not using the unit for a
long period of time, remove the
batteries to avoid leakage.
• If the batteries do leak, clean all the
leakage from the battery
compartment and the components.
Replace the batteries with new ones.
• Always replace the eight batteries all
at the same time. Do not use
different types of batteries or old and
new ones together.
About the spare battery
compartment
A spare battery compartment is
supplied with the unit. If you insert
eight new LR6 (size AA) alkaline
batteries in this spare battery
compartment beforehand, you can
replace the regular battery
compartment with the spare battery
compartment quickly and easily when
the internal batteries run low.
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Battery life
When the multi meter mode of the
LCD is selected, the battery condition
is shown on the LCD.
To check the power remaining in
the internal batteries
Shows the power remaining in
the eight LR6 (size AA)
alkaline batteries.

When the amount of power remaining
in the batteries is low, the battery
indication on the LCD starts flashing.
Replace the batteires with new ones,
or use the external battery.
For details, see “When the internal
batteries run low” below.
To the check the power
remaining in the external battery

The battery designed for a camcorder,
such as a lithium ion battery, is shut
down around 10 V. The numerical
value starts flashing when the battery
power decreases to less than 10 V.
Replace the external battery or use the
internal batteries.
For details, see “When the external
battery runs low” below. When the
external battery is equipped with a
battery indicator, check this battery
indicator, too.
When the external battery runs
low
When internal batteries are loaded in
the battery compartment, disconnect
the DC cable of the external battery.
The power is automatically supplied
from the internal batteries.
When the internal batteries run
low
Before removing the battery pack,
connect the DC cable of the external
battery to the DC IN 10 -15 V
connector with the power switch of
the unit set to on to switch to the
external battery.

The power remaining is
shown by the numerical value.

The power voltage input to the DC IN
10 - 15 V connector is shown on the
LCD.
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Replacing a Meter Scale
Sheet

3

Remove the meter scale sheet
from the inside of the acrylic
panel, and insert the
corresponding meter scale sheet.

When you change the meter displayed
using the 11. METER SELECT submenu, you have to replace the meter
scale sheet with the corresponding
one.
As the factory setting, the dBFS meter
is selected and the meter scale sheet
for the dBFS meter is attached to the
unit.
To change a meter scale sheet,
proceed as follows.

1

Loosen the screws located at both
sides of the acrylic panel of the
LCD, and push either side of the
panel.
The other side of the panel pops
up.

Use a screw driver of
the #1+ size.

2
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Remove the acrylic panel.

The type of meter is
written at the right top of
the meter scale sheet.

4

Replace the acrylic panel, and
tighten the screws.

Note

After the meter scale sheet has been
attached, check that the meter scale is
not crooked.

Troubleshooting
If a problem appears, check the
following trouble shooting guide first,
and perform whatever action is
Symptom

necessary to solve the problem. If the
problem persists, turn the unit off and
consult your Sony dealer.

Possible causes

Remedies

The power does not turn on. Batteries are inserted with the Insert the batteries with the
+ and – polarities reversed.
correct polarities. (page 94)
The batteries run low.

Replace the eight internal
batteries with new ones. (page
93)

The screws of the cover of the Tighten the screws. (page 94)
battery compartment are
loose.
The batteries run low
quickly.

The volume does not
increase even through the
input level control of
channels 2 or 4 is
increased.

The batteries run low.

Replace the eight internal
batteries with new ones. (page
93)

You are using manganese
batteries.

Use alkaline batteries. (page
93)

The LINK/M-S switch is set to
the LINK/M-S side.

Set the LINK/M-S switch is set
to OFF.
When the LINK/M-S switch is
set to the LINK/M-S side,
channels 1 and 2 and
channels 3 and 4 are linked. In
this case, the controls of even
channels do not activate.
(page 62)

Power is not supplied to the The unit is running on the
DC OUT connector.
internal batteries.

Use the external battery. The
external battery output
function activates only when
the unit works on the external
battery. (page 93)

The indication of the level
meter and the meter scale
do not match.

The meter scale sheet
attached and the meter
display selected using the
METER SELECT sub-menu
are different.

Replace the meter scale sheet
with one that matches the
meter you are using.
(pages 87, 96)

Each time the power is
turned on, the parameters
are reset to the default
settings.

The POWER ON MODE is set The power-on setting can be
to DEFAULT on the POWER
changed on the POWER ON
ON MODE sub-menu.
MODE sub-menu. You can
select the mode from among
LAST, DEFAULT and SCENE
0. (page 88)

(Continued)
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Miscellaneous

Symptom

Possible causes

Remedies

An impression of stereo
sound cannot be obtained.
even when an MS
microphone is used.

The S side of the MS
microphone is connected to
channel 1 or channel 3, and
the M side is connected to
channel 2 or channel 4.

Connect the M side to channel
1 or 3 and the S side to
channel 2 or 4.

LINK/M-S is set to LINK on the Change the LINK/M-S setting
LINK/M-S sub-menu.
to M-S on the LINK/M-S sub
menu.
Sound is not output from the A monaural earphone is
R channel of the
connected to the other
headphones.
PHONES connector.

Use stereo headphones or
earphones.

The sampling rate cannot
be switched.

The unit was not restarted
when the SAMPLING RATE
switch setting was changed.

Restart the unit after you
change the sampling rate. The
setting of the SAMPLING
RATE switch is switched only
when the unit is restarted.
(page 69)

The MASTER volume does
not activate to adjust the
level of the signal output
from the COAXIAL
connector.

The S/PDIF/CASCADE switch Set the switch to S/PDIF. The
is set to CASCADE.
CASCADE function is used
only when two DMX-P01s are
connected in cascade. In this
case, the MASTER volume
control does not activate.
(page 69)
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Pin Assignments of
Connectors
INPUT connector

Pin No.

Signal Remarks

1

GND

Ground of the audio
signal output

2

HOT

HOT of the audio
signal output

3

COLD

COLD of the audio
signal output

CAMERA connector

XLR-3-31 (female) equivalent
Pin No.

Signal Remarks

1

GND

Ground of the audio
signal input

2

HOT

HOT of the audio
signal input

3

COLD

COLD of the audio
signal input

12-pin (female)

ANALOG OUTPUT connector

XLR-3-32 (male) equivalent
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Miscellaneous

Pin No.

Signal

Remarks

Pin No. Signal

Remarks

A

L HOT

HOT of the left
output of the master
audio signal

1

GND

Ground of the DC
input

B

L COLD

COLD of the left
output of the master
audio signal

2

NC

Not connected

3

NC

Not connected

4

DC INPUT DC power input

C

R HOT

HOT of the right
output of the master
audio signal

D

R COLD

COLD of the right
output of the master
audio signal

E

L HOT

HOT of the left input
of the camera return
signal

F

L COLD

COLD of the left
input of the camera
return signal

G

R HOT

HOT of the right
input of the camera
return signal

H

R COLD

COLD of the right
input of the camera
return signal

J

GND

Ground of the output
of the master audio
signal

K

GND

Ground of the input
of the master audio
signal

L

NC

Not connected

M

NC

Not connected

DC IN 10 -15 V connector
XLR-4-32 (male) equivalent
Input voltage range +10 to +15V
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DC jack
Input voltage range +10 to +15V

DC OUT connector

4-pin (female)
Output voltage range +10 to +15V
Pin No. Signal

Remarks

1

GND

Ground of the DC
output

2

NC

Not connected

3

NC

Not connected

4

DC OUTPUT DC power output

Specifications
General
Power requirements
10 - 15 V DC (at the
external power supply
from the DC IN 10 - 15 V
connector)
Maximum power consumption
1400 mA or less (at the
external power supply
from the DC IN 10 - 15 V
connector)
Operating temperature
0°C to 45°C
(32°F to 113°F)
Storage temperature
–20°C to 60°C
(–4°F to 140°F)
Continuous operation time
Approx. 5 hours
at the follwoing condition:
Power supply; 8 LR6/AAsize Sony alkaline
batteries
Sampling frequency;
48 kHz,
Temparature; 25°C (
77°F), LCD Light; off
DC +48 V; off
Mass
Approx. 2.2 kg (4 lb 14 oz)
Dimensions
266 × 68 × 206 mm
(101/2 × 22/4 × 81/8 inches)
(w/h/d) (excluding
projecting parts)

Front panel

Left panel

Unit: mm

Input/output
INPUT (Analog)
XLR-3-31 (female)
equivalent × 4
Reference input level:
–70 dBu to –30 dBu,
2.2 kΩ (at the MIC
setting)
–30 dBu to +10 dBu,
10 kΩ (at the LINE
setting)
Maximum input level:
–50 dBu to –10 dBu,
2.2 kΩ (at the MIC
setting)
–10 dBu to +30 dBu,
10 kΩ (at the LINE
setting)
CASCADE INPUT (Digital)
Phono jack, 75 Ω
ANALOG OUTPUT (Analog)
XLR-3-32 (male) × 2
load inpedance: 600 Ω or
more
Reference output level:
+4/–20/–60 dBu
Maximum output level:
+24 dBu (at +4 dB output
setting)

101

Specifications

AES/EBU (Digital)
XLR-3-32 (male)
equivalent, 110 Ω
S/PDIF / CASCADE (Digital)
Phono jack, 75 Ω
PHONES (Analog)
Stereo phone jack × 1
3.5 mm TRS jack × 1,
load impedance:
32 Ω or more,
300 mW or more (at a
32 Ω load)
TAPE OUT (Analog)
3.5 mm TRS jack, load
impedance: 10 kΩ or
more,
Reference output level:
–10 dBu
Maximum output level:
+ 10 dBu
CAMERA
12-PIN
Reference input level:
0 dBu
Reference output level:
+4/–20/–60 dBu
DC OUT
4-pin (female),output
voltage range:
+10 to +15 V
DC IN 10 - 15 V
XLR-4-32 (male)
equivalent,
input voltage range:
+10 to +15 V
DC jack, input voltage
range: +10 to +15 V
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Audio characteristics
Frequency response
20 Hz to 20 kHz, 0.5/–1 dB
(at a 48-kHz sampling
frequency)
20 Hz to 40 kHz, 0.5/–3 dB
(at a 96-kHz sampling
frequency)
Noise level (E.I.N)
–130 dBu or less
(A-weighted, mic input,
150 Ω terminated, typical)
T.H.D
0.05 % or less (at 1 kHz,
+4 dBu)
Maximum output level
+24 dBu, load impedance
10 kΩ
Crosstalk –90 dB or less (at 1 kHz)

Supplied accessories
Meter scale sheet (5)
Spare battery compartment (1)
Feet (4) a)
12-pin multi connector (1)
Clamp filter (2)
Band (2)
Operating Instructions (1)
CD-ROM (Operating Instructions pdf
files) (1)
a) When you use the unit on a desk, it may
slide around easily. To prevent it from
moving, it is recommended that you attach
the feet supplied to the bottom of the unit.

Design and specifications are subject
to change without notice.

Block Diagram
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24bit
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DO

DAC
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DAC
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OUTPUT L
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ATT

OUTPUT R

8 x LR6
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DC IN JACK

DC IN
XLR Type
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PHONES

PHONES
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