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Stage-B16（以下 “製品 ”）の安全注意事項と電力条件
注意 !インストレーションや作業を開始する前にこの安全注意事項を必ずお読みください。 安全上の注意に従わなかった場合には、
怪我やユニットの損傷に繋がる恐れがあります。
ボルテージ警告：接触により感電ややけどの恐れがあります。ユニット作業時には、電源プラグを必ず抜いてください。

警告：　火災や電気ショックの危険を避けるために、製品を雨やその他の湿気にさらさないで下さい。
警告：　電気のショックの危険を減らすために、カバーは絶対取り去らないでください。 内側には、ユーザーが変更を加えることができる部分
はありません。専門の電気技師へお知らせください。
警告：　コンセントでプラグの抜き差しをする時、指でプラグのターミナルに触れないようにして下さい。感電の恐れがあります。
警告：　MOTU製品は、適切にアースされていないと電気ショックの原因となることがあります。
MOTU製品は、三導線コードとUnderwriter's Laboratoryとカナダ基準協会に承認されたアースフォークがついているアースタイプのプラグが取付けられています。アー
スフォークは、絶対に取り外したり改造したりしないでください。日本国内でご使用になる際などコンセントが二股式の場合は、図Bに示したような三股式プラグアダ
プタに接続してから、ご家庭の電源に接続してください。または、専門の電気技師に依頼して、二股式のコンセントを三股式のものに交換してください。.

注意：すべてのコンセントボックスが正しくアースされている訳ではありません。ご注意ください。
ご使用のコンセントボックスが適当にアースされているかどうかが不確かな場合は、専門の電気技師に調査をご依頼ください。注意：　ここに描かれているア
ダプターは、正しくアースされた二股式コンセントが既にご家庭にある場合のものです。カナダではカナダ電気規約により、アダプタの使用は禁止されていま
す。三股式のアースタイププラグのついた三導線の延長コードとMOTU製品のプラグが使える三股式のコンセントを使用してください。
重要安全事項
1. 説明書- 製品を使用する前に必ず安全性及び使用説明を読んでください。
2. 説明書の保管-安全性説明書及びオーナーズマニュアルは将来の参考に保管してください。
3. 警告事項-製品及びオーナーズマニュアルに提示されている警告事項に留意してください。
4. 使用上の指示-使用上の説明、指示に従ってください。
5. 使用場所-水の近くで製品を使用しないでください。
6. 清掃 -清掃する前は壁コンセントから製品のプラグを抜き、乾いた布をご使用ください。液体又は缶スプレーの洗剤は使用しないでください。
7. 換気 - 換気口を塞がないでください。製造元の指示に従ってユニットを配置してください。
8. 熱対策 - ラジエーターやストーブ等、熱を発生する機器（アンプを含む）の側に製品を配置しないでください。
9. オーバーロード-壁コンセントや延長コードの電力許容をオーバーすると、火災や電気ショック の危険があるので注意してください。
10. 電源 - 製品はマーキングラベルに記された電源のタイプからのみ作動してください。ご利用の場所の電源タイプが不確かなときは地元の電気会社に問い合わせてくだ
さい。

11. パワーコード保護-電源コードは踏まれたり、接触する物体によって切断されたりすることのないように保護してください。特にコードやプラグ、コンセント及び
製品からの出力点などには、十分ご注意ください。

12.電源スイッチ - 製品の電源スイッチ操作（オン、またはオフ）を行える場所に配置してください。
13.接続解除 - メインプラグは製品の接続解除装置として機能し、常に操作可能です。
14.アクセサリ - 製造元が指定した付属機器/アクセサリ以外を使用しないでください。
15.配置 - 製造元が指定するカート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブル、または製品付属品以外を使用しないでください。カート使用時にユニット移動をおこなう
場合は、カート転倒による怪我に注意してください。

16.雷 -雷雨の際は製品を保護するため、コンセントからプラグを抜いてください。
17. サービス- 製品は、カバーを開けたり取り外したりすることで感電やその他の危険性が生じるため、ご自分での点検はお避けください。ユニットに問題がある場合
は、専門のサービス業者に依頼するか、お買い求め店にお問い合わせください。

18.動力 - 動力事項については、製造元の指示を参照してください。使用地域により仕様が異なる配線やプラグが必要になる場合もあります。
19.インストレーション - ラックへ設置する場合には、しっかりと正しくラックへ接続してください。また、アンプ等の熱を発する機材の真上に設置しないでくだ
さい。推奨作動温度は下記参照。

20.パワーアンプ- オーディオパワーアンプのアウトプットをユニットのコネクタに直接接続しないでください。
21. 交換部品-部品交換が必要な際、担当技術者がメーカーの指定する交換部品又はオリジナル部品と全く同様な性質を持つ部品を使用することを確認してください。
22. 安全性チェック- 製品の点検又は修理が完了した際、担当技術者に安全性チェックを行なって本製品が安全に作動する状態であることを確認させてください。

環境、熱、及び換気
作動温度：　摂氏10度から40度（華氏50度から104度）製品は、熱源、または熱を発生する機器の側に配置しないでください。製品をラックに配
置する場合には、適切な換気を保障する空間が確保されていることを確認してください。
電気ショックや火災の危険
電源コードは濡れた手で触らないでください。プラグをコンセントから抜くときは、
コードを引っ張らないでプラグをつかんで抜いてください。
雨や湿気に晒さないでください、液体を含んだ物体を製品の上に置かないでください。
ACインプット
100 - 240VAC ~ • 50 / 60Hz • 最大 0.5A

三椏式プラグ

グラウンドピン

確実にアースに繋がっていることを確認

アース用耳

ねじ

三椏式プラグ

アダプタ

確実にアースに繋がっていること
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二股式コンセント
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Mark of the Unicorn ライセンス契約及びソフト
ウェアの有限保証
この製品を購入又は使用する皆様へ：ソフトウェアインストー
ル時に表示される契約書の規定と条件を必ずお読みください。
このソフトウェアパッケージを使用するということは、インス
トール時に提示されたライセンス契約の規定と条件をすべて受
け入れたということに見なされます。
Mark of the Unicorn 社（MOTU）はこのプログラム及びそれに
関連する文書すべてを所有するものです。プログラム及び関連
文書はすべての版権法により保護されています。このプログラ
ムと文書を使用する者の権利は、ここに記述される規定と条件
の範囲以内に限られるものです。
MOTUソフトウェアライセンス契約の覚書
このセクションは、実際のライセンスではありません。ライセ
ンス契約の概要をお知らせします。ライセンス契約は、ソフト
ウェアインストール時に表示されるライセンス表示を読み、そ
れに同意した時点でその効力を発効します。承諾ボタンをク
リックしてインストール作業を継続することにより、使用者と
MOTUの間に正式なライセンス契約が結ばれます。契約書の条
件に殉ずることを怠った場合、直ちにこのプログラムの使用ラ
イセンス契約は解除されます。
許可事項：（a）このプログラムを一台のコンピュータで使用す
ることができます；（ｂ）このプログラムを一台のコンピュータ
からもう一台のコンピュータに移すことができます。ただしそ
の場合、このプログラムは一時に一台のコンピュータだけで作
動し、移してきた元のコンピュータ上のコピーはすべて削除し
なければなりません；（c）バックアップの目的においてだけプ
ログラムのコピーを作ることができます。
禁止事項：（a）このプログラムのコピーや文書を他者に配るこ
とはできません；（b）このプログラムへの権利を貸借、リース
又はサブライセンスすることはできません；（c）あらかじめ
MOTUから文書上で同意を得ることなくコンピューターサービ
ス業、ネットワーク、タイムシェア、マルチCPU、又はマルチ
ユーザー組織においてこのプログラムの使用を提供することは
できません；（ｄ）あらかじめMOTUから文書上で同意を得る
ことなくこのプログラムや関連文書を訳したり、その他の方法
で書き換えることはできません。
MOTUはオリジナルライセンシーに対し、このプログラムが記
録されているディスクには、通常の使用をするかぎり素材及び
仕上がりに欠陥がないことを受領書により証明される購入日よ
り90日間保証します。ディスクの欠損が事故、乱用、製品の
誤用などによって発生した場合、MOTUはこの有限保証におい
てディスクを交換する責任は負いません。
この有限保証及び交換権利は、商品性の保証及び特定目的への
適性を含み、またそれに限定されない明示及び暗示されたその
他すべての保証内容に代わるもので、使用者はそれらの保証内
容を放棄するものです。この有限保証内容に殉ずるMOTUの責
任は欠陥ディスクの交換にかぎられるもので、使用損失、利益
損失、データー損失、不正確データーを含み、またそれに限定
されない偶発的あるいは結果的な損害、またMOTUがそのよう
な損害の可能性を知らされていた場合でも第三者の被る損害に
対し、どんな場合においてもMOTUは一切責任を負いません。
この有限保証は、使用者に特定の法的権利を与えるもので、そ
の内容は州によって異なります。州によっては結果的損害に対
する責任の限定又は除外を許可していないので、上記の限定が
適用されない場合もあります。
アップデートポリシー
当プログラムのアップデートを入手するためには、添付の
MOTUユ－ザ－登録カードに記入し返送して、ユーザー登録の
手続きを行ってください。
版権に関するお知らせ
版権 © 2015年 Mark of the Unicorn 社。全ての権利が留保さ
れてい ます。この出版物のどの部分も 1280 Massachusetts 
Avenue, Cambridge, MA 02138, U.S.A. 所在の Mark of the 
Unicorn 社の文書上 で明示された許可がないかぎりどんな形
態、又は手段によっても 複製、送信、書写、回復システムへ
の保存、他の人間の言語、又 はコンピューター言語に翻訳す
ることはできません。

ハードウエアの有限保証
Mark of the Unicorn社及び S&S Research（”MOTU/S&S”）はこ
の機械の素材及び仕上がりの欠陥に対し、初回末端購入日より
2年間の保証をします。この保証はハードウエア製品にだけ適
用されるものであり、MOTUソフトウェアは別途の文書記述に
よりライセンス及び保証されています。
欠陥を発見した場合は、まず617-576-2760のMark of the 
Unicorn社に連絡し、商品返品許可番号を入手してください。
あらかじめ許可を取らないかぎり返品された商品にサービスは
受けられません。製品が保証期間以内に、送料負担で1280 
Massachusetts Avenue,Cambridge, MA所在のMark of the 
Unicorn社へ返品された場合、MOTUはその判断により、無料
で製品を修理又は取り替えます。返品の際は、もと通り箱につ
め、製品の価値の分保険をかけて発送してください。氏名、住
所、電話番号、問題点の説明、購入証明書の現物を必ず添え、
箱の外側には発送先の住所の下に商品返品許可番号を明確に書
き込んでください。
この保証は、機械が事故、乱用、誤用などによって損害が生じ
た場合、又はMOTUの許可を得ることなく製品が改造されてい
る場合、又は製品のシリアル番号が取り外されていたり、消え
ていたりする場合には適用されません。
商品性及び特定目的への適性の暗示保証を含むすべての暗示保
証は、本製品の初回末端購入日より2年間に限定されます。
上記に示された保証及び賠償は排他的なものであり、他の口上、
又は文書上の明示又は暗示によるものに代わるものです。
MOTU/S&Sのディーラー、エージェント、又は従業員はこの保
証内容を改善、延長又は追加したりすることはできません。
MOTU/S&Sは、保証内容違反より生じり法的論説による、利益
損失、時間的損失、善意、機械及び所有物の破損、又は取り替
え、リプログラム回復のコスト、又はプログラムやMOTU/S&S
の製品と共に使用していたり保管されているデータ再生などを
含む特別、偶発的、又は結果的な損害に対し、一切の責任は負
いません。
州によっては暗示保証又は、偶発的又は結果的損害に対する賠
償責任の除外や限定を認めていないため、上記に示す限定や除
外事項が適用されない場合があります。本保証は使用者に特定
な法的権利を与えるもので、州によって異なるその他の権利が
認められる場合もあります。
MOTU 、Digital Performer、AudioDesk、Mark of the Unicom、
及びユニコーンロゴはMark of the Unicom, Inc.の商標です。
Thunderbolt、及び Thunderbolt ロゴは Intel Corporation（米国、
及びその他の国）の商標です。

This equipment has been type tested and found to comply with the limits for a class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, 
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio 
or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by any combination of the following measures:

• Relocate or reorient the receiving antenna

• Increase the separation between the equipment and the receiver

• Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

If necessary, you can consult a dealer or experienced radio/television technician for additional 
assistance.

PLEASE NOTE: only equipment certified to comply with Class B (computer input/output devices, 
terminals, printers, etc.) should be attached to this equipment, and it must have shielded interface 
cables in order to comply with the Class B FCC limits on RF emissions.

WARNING: changes or modifications to this unit not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
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第クイックスタートガイド

Stage-B16 をお買い上げいただき誠にありが
とうございます。

1 MOTU AVB Installer、またはMOTU AVB 
USB Installer.exe を以下の URL からダウン
ロードし、起動する：

http://www.motu.com/avb

2 ( オプション )iPad や iPhone から Stage-
B16 へアクセスするには、Apple App Store
よりMOTU AVB Discovery アプリをダウン
ロードする

v iPhone や iPad は、コンピュータと同じ
Wi-Fi ネットワーク上に位置していなければ
なりません。

3 インターフェイスをコンピュータに接続
する

USB ケーブル（付属）でコンピュータへ接
続します。OS X Yosemite（10.10）以降の
Mac で Stage-B16 をご使用の場合、スタン
ダード CAT-5e/CAT-6 Ethernet ケーブル（別
売）で接続することもできます。

4 Stage-B16の電源を入れる

5 以下のいずれかの方法でMOTUAVB 
Control ウェブアプリケーションを開く

•（Mac 環境）MOTU AVB Discovery アプリ
ケーションメニューで必要な Stage-B16 を
選択する（下図参照）

•（Windows 環境）Windows のデスクトッ
プにある AVB WebUI Setup ショートカット、
またはスタートメニュー >すべてのプログ
ラム > MOTUから AVB WebUI Setup を起動
する

• iPad や iPhone からMOTU AVB インター
フェイスへアクセスするには、Apple App 
Store よりMOTU AVB Discovery アプリをダ
ウンロード /起動し、必要な Stage-B16 を
タップする

6 ブラウザにMOTU AVB Control アプリ
ケーションが開く（12 頁参照）

ブラウザにMOTU AVB Control アプリケー
ションが表示されない場合は、付録 A「トラ
ブルシューティング」：75頁をお読みくだ
さい。

高度なネットワークを構築する際は、付属
マニュアルの第 8章「ネットワーク」：67
頁をお読みください。

MOTU AVB Discovery
アプリケーションメニュー
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7 “Quick Setup” ボタンをクリックして、プ
リセットを選択する

プリセット 説明

Audio interface スタンダードなオーディオインター
フェイスとして機能します。

Stand-alone 
mixer

スタンドアローンミキサーとして機能
します。このモードでは、全てのイン
プットをメインアウトプットとモニ
ターアウトプットへミックス出力しま
す。

Interface + mixer 上記 2つのモードの組み合わせ。

Live recording 
with monitor 
mixing

ライブコンサートやレコーディング
セッション時に使用します。（モニ
ターミックス機能付）

Stage box AVB インターフェイスのオーディオ
インプットを Ethernet ケーブル経由
でその他の AVB インターフェイスへ
ルーティングします。アウトプット
は、ネットワーク上のソースへ接続出
力します。

Stage box with 
mixing

Stage box と同じ。このプリセットで
は、受信するネットワークオーディオ
を Stage-B16 のミキサーへルーティン
グし、ミキサーから其々のミックスを
Stage-B16 のアウトプットへ出力しま
す。



Stage-B16 フロントパネル

1.マイクインプット。（最大 16個のマイク）
各マイクインプットには、独立したプリア
ンプゲイン（63 dB）,48V ファンタムパ
ワー（スイッチ付）、-20 dB パッドを装備
します。パッド機能をオンにすると、ライ
ンインプットを接続することもできます。

2.バランスド XLR ラインアウトプットは、メ
インスタジオモニターや PAスピーカー、
ステージモニター等へアナログアウトプッ
トを出力します。MOTU AVB Control ウェ
ブアプリケーションで音量をコントロール
します。

3. AES/EBU デジタルアウトプットは、独立し
た 2つのデジタルアウトプットを供給しま
す。（サンプルレート：44.1 ～ 96 kHz）

4. MUTE ALL ボタンを押すと、全てのアナロ
グインプットとアウトプットを一時的に
ミュートします。ケーブルの抜き差しを行
う際に生じる恐れがあるノイズを防ぐこと
ができます。ミュートを解除するには、ボ
タンを再度押します。ボタンを長押しする
と、ボタンを押している間だけミュートし
ます。

5. SHOW 48V ボタンを押すと、48Vファンタ
ムパワー機能がオンになっているマイクイ
ンプットの LED が赤く点灯します。この機
能をオフにするには、ボタンを再度押しま
す。ボタンを長押しすると、ボタンを押し
ている間だけこの機能をオンにします。

6. 16マイクインプット、8アナログアウトプッ
ト、2 AES/EBUアウトプットのシグナルア
クティビティを表します。LED列は、フロ
ントパネルのコネクタ列と同じ並びです。

7.（オプション）ラックマウントブラケット
とハンドル。詳しい説明は、付録 F「ラッ
クマウントブラケットとハンドル」：89頁
をお読みください。

8.ボリュームコントロール付ヘッドフォンア
ウトプット。ボリュームノブを使用して、
本体を初期設定状態へ戻すことができま
す。詳しい説明は、付録 A「トラブル
シューティング」:75 頁をお読みください。

9.電源（PWR）と AVB インディケータ LED。
AVB LED には 2つのステイタスがありま
す。赤：AVB 接続無し。緑：AVB 接続確立
済み。

10.AVB Ethernet ポートは、業界スタンダー
ド IEEE 802.1 ネットワーク機能を供給し
ます。ネットワーク接続例：

• 他の Stage-B16、または 1248、8M、
16A、24Ai、24Ao、112D、Monitor 8
等の他のMOTU AVB 機能内蔵機器。

• スタンダード Ethernet ハブ、またはWi-Fi
ルーター（インターネット接続とMOTU 
AVB Control ウェブアプリケーション用）。

• スタンダード AVB Ethernet スイッチ（ハ
イスピード、ローレイテンシー、大容量
のオーディオコネクティビティな AVB
オーディオネットワーク用）。

• OS X Yosemite（10.10）以降で起動した
Thunderbolt ポートを搭載したMac。
Digital Performer を Ethernet 経由のオー
ディオインターフェイスにします。

1 2 654

8

3

910

7



Stage-B16 リアパネル

1.自動スイッチインターナショナル電源。
2. USB ケーブルでコンピュータを接続し
ます。

3. Stage-B16 は、USB MIDI インターフェ
イスとして機能します。（USB 接続経
由）MIDI 機器は、スタンダードMIDI
ケーブルで Digital Performer に接続し
ます。Digital Performer の MIDI OUT
からMIDI 機器のMIDI IN へ、逆に
Digital Performer の MIDI IN からMIDI
機器のMIDI OUT へ接続します。詳し
い説明は、「MIDI 機器の接続」：42頁
をお読みください。

21 3
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第
MOTU AVB Control ウェブアプリケーション

オーバービュー
MOTU AVB Control ウェブアプリケーションは、
Stage-B16をコントロールするウェブアプリケー
ションです。複数のMOTU AVB インターフェイ
スでネットワークを構築する場合でも、全ての
機器をコントロールできます。

本体供給によるアプリケーション
MOTU AVB Control ウェブアプリケーションは、
Stage-B16より供給されます。通常のコンピュー
タソフトウェアのように、ハードディスクドラ
イブ内にあるアプリケーションではありません。
MOTU AVB Discoveryアプリケーション（Mac）
/MOTU AVB WebUI Setup（Windows）、または
ブラウザへStage-B16の IPアドレスを入力する
ことにより、MOTU AVB Control ウェブアプリ
ケーションを起動します。

お気に入りのウェブブラウザ
MOTU AVB Control ウェブアプリケーションはブ
ラウザ上で起動するアプリケーションのため、
Stage-B16に接続（ネットワーク、またはWi-Fi
経由）されたブラウザ使用可能な全ての機器で
起動することができます。デスクトップコン
ピュータだけではなく、ラップトップ、iPad、
タブレット、スマートフォン等、自由に操作環
境を選択することが可能です。その上、ブラウ
ザの種類も問いません。（Chrome、Firefox、
Safari、IE 11等）ブラウザは最新バージョンの
ご使用をお勧めします。

複数の機器からのコントロール
MOTU AVB Control ウェブアプリケーションは、
MOTU AVBインターフェイスネットワーク上に
ある複数のホスト機器から同時に起動すること
ができます。

インストーラーでアプリをインストール
www.motu.com/avbから最新バージョンの
MOTU AVBインストーラーをダウンロードしま
す。MOTU AVBインストーラーは、コンピュー
タへMOTU AVB Discovery（Mac）/MOTU AVB 
WebUI Setup（Windows）アプリと必要なドライ

バをインストールします。iPadや iPhone等の
iOS機器へは、AppleストアよりMOTU AVB 
Discoveryアプリをダウンロードします。

機器の接続とネットワーク構築
Stage-B16をコンピュータ、またはラップトップ
へUSB経由で接続します。iPadや iPhone、タブ
レット等は、Stage-B16やコンピュータと同じ
Wi-Fi ネットワークに位置していることを確認し
ます。MOTU AVB Control ウェブアプリケーショ
ンを使用できるネットワークについての詳しい
説明は、「ウェブアプリケーションについて」：
38頁をお読みください。

ウェブアプリケーションの起動
ウェブアプリケーションは以下の方法で起動し
ます。：

（コンピュータ）Mac環境：MOTU AVB 
Discoveryアプリケーションメニュー（下図参
照）で必要な MOTU AVBインターフェイスを選
択する。Windows環境：MOTU AVB WebUI 
Setupショートカットを起動する。（スタートメ
ニュー>すべてのプログラム> MOTU）

（iPad/iPhone）MOTU AVB Discoveryアプリで必
要なMOTU AVBインターフェイスをタップ

ネットワーク上のブラウザでは、設定を行う本
体機器の IPアドレス、またはURL: 
localhost:1280を入力する（要USB接続）

ブラウザにMOTU AVB Control ウェブアプリ
ケーションが開きます。（12頁参照）MOTU 
AVB Control ウェブアプリケーションが表示され
ない場合には、付録A「トラブルシューティン
グ」：75頁をお読みください。



12

Device タブ

106 7 12

13
5
4
3
2

1

8

17

1. 複数のMOTU AVB インター
フェイスを使用する場合、
DEVICES リストにネット
ワーク上の機器をリスト形
式で表示します。設定を行
う機器をクリックして選択
します。

2. Aux Mixingタブは、ミキサー
の各Auxバスを表示します。
（複数の同時表示不可）

3. Mixing タブは、インター
フェイスのミキシング、及
び DSP を表示します。

4. Routing タブは、インプッ
ト、及びアウトプット、コ
ンピュータ、ミキサー、
ネットワークオーディオス
トリーム（ネットワーク構
築時）のルーティングを行
う、グリッドを表示します。

5. Device タブは、アナログイ
ンプットやアウトプットの
トリム等の本体設定を取り
扱います。

6. サイドバーを拡大 / 縮小し
ます。

7. Stage-B16 のプリセットを
管理します。（作成、保存、
読み込み等）プリセットは、
全てのタブの設定状況を全
て保存します。

8. USB 経由で使用するオー
ディオチャンネル数を設定
します。（チャンネル数はサ
ンプルレートに準じる）

9. サンプルレートの設定。

10.インターフェイス名を入力
します。初期名に戻すには、
入力した名称を削除します。

11.ボタンをクリックすると、
ファクトリープリセットを
使用したクイックセット
アップを開始します。詳し
い説明は、第 5章「プリ
セット」：47頁をお読みく
ださい。

12.ID ボタンをクリックする
と、現在ウェブアプリケー
ションで設定を行っている
機器のフ LEDを点滅しま
す。また同様に、DEVICES
リスト（1）上の機器名も点
滅表示します。

13.インターネットにアクセス
できるコンピュータで
MOTU AVB Control ウェブ
アプリケーションを開いた
場合、本体機器のアップ
デートの有無をここに表示
します。More Info ボタンを
クリックすると、最新情報
等の詳細を表示します。詳
しい説明は、付録D
「ファームウェアの更新」：
85頁をお読みください。

14.Clock Modeメニューで本体が
参照するクロックソースを選
択します。

15.本体機器（1）が選択したク
ロックソース（14）に正し
く同期していることを表し

ます。同期が正しく行われ
ていない場合は、赤く点滅
します。

16.複数のMOTU AVB インター
フェイスを使用する場合、
そのうちの 1台がネット
ワークのマスタークロック
となります。このボタンを
クリックすると、設定中の
本体機器（1）をマスターク
ロックソースにします。

17.インプットのゲイン設定、
及びフェーズ設定。また、
48V ファンタムパワー
や-20 dB パッドの設定も取
り扱います。

18.アウトプットの設定。アナ
ログアウトプットのトリム、
及びフォーンではフルボ
リュームコントロールを、
アナログアウトプットでは
キャリブレーションコント
ロール（-24 ～ 0 dB）を行
います。

16

15

11

14

18

9
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Device タブ（続き）

20

23

これらの項目が表示されない場
合は、ウインドウを下にスク
ロールします。

19. AVB（IEEE の Audio Video 
Bridging）は、Ethernet 回
線を使用した大容量のロー
レイテンシーオーディオス
トリーミング機能です。
Stage-B16 が、2台目の
MOTU AVB インターフェイ
スのネットワークポート、
または AVB スイッチに接続
されている場合、ネット
ワーク内でオーディオのス
トリーミングを実行するこ
とができます。AVBスト
リームは、8チャンネルの
バンク単位で取り扱います。
（2バンクをオンにすると
16 チャンネル）詳しい説明

は、第 8章「ネットワー
ク」：67 頁をお読みくださ
い。

20.AVB ネットワークインプッ
トストリームがオン（19）
の場合、このネットワーク
内のその他の機器のアウト
プットストリームを Stage-
B16 へルーティングするこ
とができます。

21.インプット /アウトプット
バンクのオン /オフを行い
ます。バンクをオフにする
と、ルーティンググリッド
やミキサーの表示もオフに
なり、作業環境に必要なバ
ンクだけを表示します。ま
た、不必要な DSPリソース
の消費も防ぎます。

22.オプティカルポートの設
定。：Stage-B16 では使用
できません。

23.Check For Updates ボタンを
クリックすると、アップ
デートの有無を確認します。
詳しい説明は、付録D
「ファームウェアの更新」：
85頁をお読みください。
（要：インターネットアクセ
ス可能なコンピュータ）
Update From File ボタンを
クリックすると、アップ
デートファイルの場所を確
認するウインドウを開きま
す。アップデートファイル
は、MOTUのウェブサイト
からダウンロードします。

24.プリセットを初期状態に戻
します。

25.本体機器とコンピュータ間
で行うオーディオストリー
ムのチャンネル数を設定し
ます。（最大 64チャンネル
ずつ）Routing タブ（14
頁）でマッピングします。

26.Stage-B16 のデジタルミキ
サーは、最大 48チャンネル
に対応しています。必要な
チャンネル数を設定します。
DSPを無駄に消費しない為
に、最低限に必要なチャン
ネル数を設定しましょう。

26
22

19

24

25

21
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Routing タブ
54 7

113

2
12

Routing タブは、インプットか
らアウトプットへのルーティン
グを取り扱います。インプット
はウインドウ上部横列に、アウ
トプットは左側縦列に表示し、
インプットとアウトプットが交
差するグリッドを選択してシグ
ナルのルーティングを行いま
す。グリッドをクリックしたま
まマウスをドラッグすると、複
数のグリッドの選択 /選択解除
を一度に行うことができます。
一つのインプットから複数のア
ウトプットへルーティングする
には、必要なインプットコラム
から下（縦）方向にグリッドを
選択します。複数のインプット
を同じアウトプットへルーティ
ングするには、ミキサー（15
頁参照）とMix In バンク（16）
を使用します。

1. 表示を縮小した状態。サイド
バーにはアイコンを表示し
ます。

2. アイコンをクリックして
Routing タブを表示します。

3. ここをクリックして、サイ
ドバー表示の拡大 / 縮小を
切り替えます。

4. ルーティングプリセットの
作成、保存、読み込み等、
プリセットを管理します。

5. アウトプットはウインドウ
左側に表示します。

6. コラムには、アウトプット
にルーティングされたソー
ス（インプット）シグナル
名を表示します。 

7. インプットは本体機器のイ
ンプットを先頭にウインド
ウ上部に表示します。この
図では、16インプットをコ
ンピュータと Stage-B16 の
ミキサーインプット 1-16 へ
ルーティングしています。
コンピュータチャンネル
（USB 経由で受信）は、4つ
の AES/EBU アウトプットへ
ルーティングしています。

8. From Computer インプット
バンクは、 ホストオーディオ
ソフトウェアからアウト
プットへのオーディオチャ
ンネルのルーティングを取
り扱います。（AVBネット
ワークストリームやミキ
サーを含む）コンピュータ
チャンネル数の設定は、
Device タブで行います。

9. AVB ネットワーク上のその
他の機器とローカル機器の
アウトプット間のストリー
ミングを AVB ストリームと
呼びます。（8チャンネル /
バンク）使用する AVB スト
リーム数の設定は、Device
タブ（13頁参照）で行いま
す。ネットワークオーディ
オストリーミングを行う必
要がない場合には、0を設
定します。

10.これらのインプットスト
リームは、ミキサーからの
バス（メインミックスバス、
モニターミックスバス、7
つのステレオ Aux バス、3
つのステレオグループバス、
リバーブリターンバス、ポ
スト FXチャンネルセンド）
です。これらのミキサーバ
スは任意のアウトプット
（本体アウトプット、コン
ピュータ上のホストソフト
ウェア、AVB ネットワーク
上の機器、本体ミキサー等）
へルーティングすることが
できます。

11.三角アイコンでインプット
グループ表示の拡大 /縮小
を切り替えます。

12.クリックで名称変更します。

13.オーディオアクティビティ
インディケータ。

14.ミキサーからのメインアウ
トを Stage-B16 のヘッド
フォンとアナログアウト
プット 1-2 へルーティング
しています。

15.グリッドをクリックして
マッピングのオン /オフを
切り替えます。

16.Mix In グループは、48チャ
ンネルミキサーへのオー
ディオルーティングを行い
ます。

17.AVB アウトプットストリー
ムは、AVBネットワーク上
の機器へオーディオをルー
ティングします。

18.To Computer アウトプット
バンクは、インプットをコ
ンピュータ上で起動したホ
ストオーディオソフトウェ
アへルーティングします。
コンピュータチャンネル数
の設定は、Device タブで行
います。

19.三角アイコンでアウトプッ
トグループ表示の拡大 / 縮
小を切り替えます。

20.本体機器のアウトプット。

1
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Mixing タブ
93 13 14

15

2

1

18

20

Mixing タブは、Stage-B16 の
48 チャンネルミキサー（メイ
ンミックスバス、モニターバ
ス、3つのグループバス、7つ
の Aux バス、リバーブバス）
を取り扱います。インプット数
（最大 48）は、Device タブで
設定します。チャンネルからミ
キサーインプットへのルーティ
ングは、Routing タブ（14頁
参照）で設定します。

1. ミキサー設定サイドバー表示
のオン/オフを切り替えます。

2. ウインドウにミキサーを表
示します。

3. ミキサーに表示する項目の
オン / オフを切り替えます。

4. 全ての項目の表示のオン /
オフをワンクリックで切り
替えます。

5. ミキサープリセットの作成、
保存等を行います。

6. Legend コラム。チャンネル
ストリップセクションのラ
ベルとコントロールを供給
します。上部のメニューで
は、ミキサープリセットの
作成、保存等を行います。

7. ミキサーインプットチャン
ネル。

8. インプットチャンネルには
ゲートとコンプレッサを装
備します。無効なエフェク
トは灰色表示になります。

9. グループバス 1-2。グルー
プセンドフェーダー（25）
でインプットをグループに
送信します。グループは、
メインセンドフェーダー
（25）、または Aux バス
（19）でメインミックスに送
信されます。

10.グループバス、メインミック
スバス、リバーブリターンに
はLeveler を装備します。

11.リバーブチャンネルスト
リップは、リバーブプロ
セッサをコントロールしま
す。リバーブプロセッサを
オフにしてグループとして
利用することもできます。

12.モニターバスは他のバスの
アウトプットをミラー出力
します。または、独立した
ソロバスにすることも可能
です。

13.メインミックスバスは、ミ
キサー全体のマスター
フェーダーとなります。EQ
や Leveler コンプレッショ
ンを追加できます。

14.Aux バスアウトプットレベ
ルを調節します。

15.クリックで名称変更します。
（メインミックス、モニ
ター、リバーブバスは変更
不可）

16.モノとステレオを切り替え
ます。メニューでは、チャ
ンネルストリッププリセッ
トの管理やミキサーイン
プットやバスアウトプット
のオーディオソースや送信
先を選択します。

17.インプットのゲートプロ
セッシング。

18.ダイナミクスセクションは、
インプットのコンプレッサ
とアウトプットバスの
Leveler を供給します。

19.リバーブと Aux センド。

20.チャンネルソロとミュート。
モニターバスでは、SCボタン
で全てのソロを解除します。

21.チャンネルフェーダー。

22.メニューよりモニターバス
のソースを選択します。モ
ニターバスでは、アウト
プットバス、またはソロバ
スをミラー出力します。

23.Follow Solo 選択時：チャン
ネルがソロになるとモニ
ターバスを一時的にソロバ
スに切り替えます。

24.メインミックスセンド。

25.グループセンド。

26.‘S’ ボタンを選択するとグ
ループをソロにしま
す。‘PRE’ ボタンは、フェー
ダーのプリとポストを切り
替えます。

27.アウトプットバスの表示 /
表示解除を切り替えます。

28.全てのバスの表示 / 表示解
除をワンクリックで切り替
えます。

29.26 と同じ。PANボタンは、
ステレオバスのみで表示さ
れます。

30.インプットの表示 / 表示解
除を切り替えます。
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Aux Mixing タブ
53 6 7

9

2

1

10

12

Aux Mixing タブは、Stage-B16
のミックスバス（Aux バス、グ
ループ、リバーブバス）を取り
扱います。（同時に複数の Aux
バスを表示することはできませ
ん。）必要なバスを選択後、全
てのミキサーインプット、グ
ループ、リバーブバスからセン
ドレベルのシグナルをミックス
します。

1. ミキサー設定サイドバー表示
のオン/オフを切り替えます。

2. Aux Mixing タブは、ミキ
サー内の Aux バス、及びグ
ループを取り扱います。

3. ミキサー設定サイドバーで
作業に必要な Aux バスを選
択します。Aux バスに不必
要なインプットやグループ
の表示を解除することもで
きます。

4. ウインドウに表示する Aux
バス、またはグループを選
択します。この図では Aux 
bus 1-2 を表示しています。

5. ミキサーインプット。（各ミ
キサーチャンネルからの
Aux センド）Aux バスミッ
クスのインプットを含める
には、フェーダーを上げま
す。Aux バスのパン（11、
または 15頁のアイテム
#26）が有効な場合、
フェーダー下にパンノブを
表示します。

6. グループバスフェーダー。

7. ミキサーのリバーブバス
フェーダー。

8. ウインドウに表示された
Aux バス（4）のマスター
フェーダー。

9. インプット、またはグルー
プのステイタス。（ステレ
オ、またはモノ）Mixing タ
ブとは異なり、各チャンネ
ルのステイタスを切り替え
ることはできません。

10.Aux バスマスターフェー
ダーのソロとミュート。

11.ステレオバスのパンのオン
/オフ。

12.Prefader ボタン選択時：
Aux バスへの全てのセンド
レベルを、各チャンネルの
メインフェーダーから切り
離します。つまり、Mixing
タブでチャンネルのメイン
フェーダーを操作しても、
Aux バスへのセンドレベル
へ影響しません。

13.特定の Aux ミックス、また
はグループだけを表示した
新しいウェブページを開き
ます。

14.ミックスグループとリバー
ブバスの表示 /表示解除を
切り替えます。

15.全てのグループの表示 /表
示解除をワンクリックで切
り替えます。

16.ミキサーインプット（チャ
ンネルセンド）の表示 / 表
示解除を切り替えます。

17.全てのミキサーインプット
の表示 /表示解除をワンク
リックで切り替えます。

8
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ミキサーインプットチャンネルストリップ
1

6

26

25

23

24

2 3 4 5
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2

ミキサーインプットチャンネル
ストリップを表示するには、
Mixing タブ（15頁参照）のサ
イドバー（15頁のアイテム #3）
のMIXER INPUT セクション
（30）で必要なインプットチャ
ンネルを有効にします。

チャンネルストリップに表示す
る項目は、サイドバーの
CONTROLS セクション（15頁
のアイテム #3）で選択します。

1. インプットチャンネル名をク
リックして変更できます。初
期名に戻すには、入力した名
称を削除します。

2. プリアンプゲイン等、イン
プットのハードウェア設定。
設定項目が無い場合には、ア
イコンが灰色表示になりま
す。

3. インプットチャンネルのソー
ス。Routing タブ（14頁参
照）のグリッドでも設定でき
ます。

4. チャンネルストリッププリ
セットの作成、名称設定、保
存、読み込み。

5. インプットのモノ、ステレオ
ペアの切り替え。

6. カットオフフリーケンシー付
ハイパスフィルター。

7. チャンネルストリップの各エ
フェクト（ハイパスフィル
ター、ゲート、EQ等）は左
にオン /オフボタンを、右に
プリセットメニューを装備し
ます。プリセットは、各エ
フェクト毎に独立していま
す。

8. ゲートプロセッサは、スタン
ダードアタック、スレッショ
ルド、リリースコントロール
を装備します。

9. ゲートが有効になるとイン
ディケータが赤く点灯しま
す。

10.4 バンドのパラメトリック
EQは、各バンドにスタン
ダードなゲイン、フリーケン
シー、バンド幅設定を装備し
ます。

11.ハイ/ローEQには、シェルフ
フィルター機能を装備します。

12.コンプレッサは、スレッショ
ルド、レシオ、アタック、リ
リース、ゲインを装備しま
す。通常のコンプレッサは
ピークモード（シグナルの
ピークでインプットのレベル
を決定）で機能します。RMS

ボタンを選択すると、RMS
値でインプットレベルを測定
します。

13.コンプレッサのインプットレ
ベルとゲインリダクション
メーター。

14.Aux とリバーブセンド。（パ
ン機能装備）

15.ソロ /ミュート。ミュートは、
全てのセンドとメインチャン
ネルに影響します。（プリ
フェーダーセンドを除く）

16.フェーダーを動かしてレベル
を調節します。ダブルクリッ
クでゼロ値（ユニティゲイ
ン）に戻ります。

17.dBスケール上をクリックして
値を変更することもできます。

18.クリックして dB 値を入力し
ます。

19.チャンネルパン。モノイン
プットでは、ダブルクリック
でセンター値に戻します。

20.メインミックススライダーは、
メインミックスへシグナルを
供給します。スライダーの初
期値は0 dBで、全てのチャン
ネルストリップはメインミッ
クスバスへルーティングされ
ています。チャンネルがグ
ループへ送信されている場合、
スライダーを -×へドラッグ
することにより、メインミッ
クスへの送信を解除します。

21.グループセンド。（パン機能
装備）

22.‘S’ ボタンを選択するとグ
ループをソロにしま
す。‘PRE’ ボタンは、フェー
ダーのプリとポストを切り替
えます。PANボタンは、ス
テレオバスのみで表示されま
す。

23.全てのソロを解除します。

24.‘S’ ボタンを選択すると aux
バスをソロにします。‘PRE’
ボタンは、センドのプリとポ
ストを切り替えます。PAN
ボタンは、ステレオバスのみ
で表示されます。

25.各セクションのラベルを表示
したサイドバー。

26.ミキサー機器で使用している
DSPパワー量を表示します。
DSP消費を開放するには、ミ
キサーインの数を減らす、
チャンネルエフェクトやリ
バーブをオフにします。詳し
い説明は、「DSP Usage（DSP
使用量）」：66頁をお読みく
ださい。
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メインミックス/モニターチャンネルストリップ
1

5

メインミックスとモニターチャ
ンネルストリップを表示するに
は、Mixing タブ（15頁参照）
でウインドウを右へスクロール
します。

チャンネルストリップに表示す
るセクションは、サイドバーの
CONTROLS セクション（15頁
のアイテム #3）で選択します。

1. 初期設定では、モニターバス
はソロバスとして機能しま
す。モニターバスは、必要に
応じてメインミックスバスや
その他の aux バス、グルー
プ、リバーブバスのシグナル
のミラー出力することもでき
ます。これらの設定はソース
メニュー（12）で行います。
Routing タブ（14頁参照）
グリッドでモニターバスのア
ウトプットを指定します。

2. メインミックスバスは優先ス
テレオミックスです。

3. アウトプットのハードウェア
設定を表示します。例えば、
フォーンとハードウェアのメ
インアウトプットにメインア
ウトバスが設定されている場
合、両ペアのトリム設定を表
示します。アウトプットに設
定事項がない場合は、灰色表
示になります。

4. バスのアウトプットディス
ティネーション（複数可）を
選択します。

5. プリセットメニューは、プリ
セットの作成、保存、読み込
みを行います。

6. このバスがステレオであるこ
とを表します。

7. メインミックスバスの 4バン
ドパラメトリック EQは、イ
ンプットチャンネルの EQ
（17頁のアイテム #10-11）
と同じ働きをします。

8. Leveler は、伝説の
Teletronix LA-2A Leveling 
Amplifier をモデルにしたゲ
インリダクションです。詳し
い説明は、「Leveler（レベ
ラー）」：64頁をお読みくだ
さい。

9. メインミックスバスとモニ
ターバスのミュート。

10.メインミックスバスとモニ
ターバスのマスターフェー
ダー。インプットチャンネル
のフェーダー（17頁のアイ
テム #16-18）と同じ働きを
します。

11.Follow Solo 有効時：チャン
ネルがソロになるとモニター
バスを一時的にソロバスに切
り替えます。ノート：aux バ
スがソロ時には、モニターバ
スはソロになった aux バスだ
けを出力します。（ソロに
なっているチャンネルを無視
します。）

12.メニューよりモニターバスの
ソースを選択します。モニ
ターバスでは、メインミック
ス、aux バス、グループ、リ
バーブバス、またはソロバス
をミラー出力します。

13.SC ボタンで全てのソロを解
除します。

14.現在、このミッドバンド EQ
は無効です。
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Aux バスチャンネルストリップ
1

3

aux バスを使用してサブミックスを
作成することができます。aux バス
は、Routing タブのグリッド（14頁
参照）で任意のアウトプットへルー
ティングできます。

aux バスのチャンネルストリップを
表示するには、Mixing タブ（15頁
参照）のサイドバー（15頁のアイ
テム #3）のMIXER OUTPUT セク
ション（#27）で必要な aux バスを
有効にします。

チャンネルストリップに表示する 4
バンド EQセクションの表示 /表示
解除は、サイドバーの CONTROLS
セクション（15頁のアイテム #3）
で行います。

1. ステレオ aux バス。

2. モノ aux バス。

3. 点をクリックして aux バスのモ
ノとステレオを切り替えます。

4. aux バスの 4バンドパラメト
リック EQは、インプットチャン
ネルの EQ（17頁のアイテム
#10-11）と同じ働きをします。

5. aux バスのソロとミュート。

6. aux バスマスターフェーダー。

7. クリックして値を入力。

8. dB スケール上をクリックして値
を変更することもできます。

9. 無効な EQバンド。

10.ハードウェア設定、アウトプッ
ト設定、プリセットメニュー。
Mixing タブのアイテム #3-5 と
同じ働きをします。
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グループ / リバーブチャンネルストリップ
1

3

グループバスは、ミックスサブグ
ループ（一括してコントロールした
いインプットのグループ）を作成す
る為に使用します。aux センド、リ
バーブセンド、メインミックスセン
ドを装備した aux バスとは異なりま
す。グループバスには、Leveler を装
備します。

リバーブバスは、特殊なグループバス
でリバーブプロセッサを装備します。
リバーブ機能を無効にすると、4つめ
のグループバスとして機能します。

グループバスやリバーブバスのチャ
ンネルストリップを表示するには、
Mixing タブ（15頁参照）のサイド
バー（15頁のアイテム #3）の
MIXER OUTPUT セクション（27）で
必要なグループバスやリバーブバス
を有効にします。

チャンネルストリップに表示する 4
バンド EQセクションの表示 /表示解
除は、サイドバーの CONTROLS セク
ション（15頁のアイテム #3）で行
います。

1. グループバス。クリックして名称
を入力します。初期名に戻すに
は、入力した名称を削除します。

2. リバーブバス。リバーブプロセッ
サを無効にすると、4つめのグ
ループバスとして機能します。

3. グループバスとリバーブバスは常
にステレオです。

4. グループバスとリバーブバスの 4
バンドパラメトリック EQは、イ
ンプットチャンネルの EQ（17頁
のアイテム #10-11）と同じ働き
をします。

5. リバーブプロセッサ。詳しい説明
は、「Reverb（リバーブ）」：65頁
をお読みください。

6. メインミックスセンド。

7. グループバスとリバーブバスのマ
スターフェーダー。

8. ソロとミュート。

9. ハードウェア設定、アウトプット
設定、プリセットメニュー。
Mixing タブのアイテム #3-5 と同
じ働きをします。
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第 1章 Stage-B16 について

Stage-B16 は、モバイルオーディオレコー
ディングに最適な 16 x 12 のコンソールスタ
イルの 48チャンネルミキシング、及び DSP
エフェクト、ワイヤレスコントロール機能、
AVB オーディオネットワーク、高品質な A/
D/A コンバージョン機能（最大 192 kHz）
を搭載した USB/AVB オーディオインター
フェイスです。

パワフルな DSP 機能には、48チャンネル、
12ステレオバスの大きなコンソールスタイ
ルのミキシング機能、及び 32ビットフロー
ティングポイントのエフェクトプロセッシ
ング機能（アナログ EQやビンテージコンプ
レッション、クラシックリバーブ等を含む）
を搭載します。マトリックスルーティング
では、迅速なイン /アウトのパッチングを
供給します。

Stage-B16 はスタジオワークステーション
（DAW）のオーディオインターフェイスとし
ても機能するだけではなく、スタンドア
ローンミキサー、スタジオやステージのサ
ブモニターミキシングシステムとしてご使
用いただくこともできます。次のセクショ
ンでは、各機器の主機能、及びその特徴を
紹介します。

I/O コンフィギュレーション
Stage-B16 には、16 インプット /12 アウト
プットを装備します。

ネットワーク I/O
Stage-B16 は、前記のチャンネル数に加え
て、4つの 8チャンネルバンクのネット
ワークオーディオインプットと 4つの 8
チャンネルバンクのネットワークオーディ
オアウトプットを併用して最大 32チャンネ
ルのネットワーク I/O を供給します。

その他のMOTU AVB インターフェイス
Stage-B16 の他にも、様々なMOTU AVB イ
ンターフェイスファミリーがあります。 詳し
い説明は、motu.comをご覧ください。

接続 イン アウト

マイクインプット（XLR にプリアンプ
搭載）

16 -

バランスドアナログ（XLR） - 8

AES/EBU デジタル - 4

総計 16 12
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ユニバーサルコネクティビティ
Stage-B16 は、ハイスピード USB 2.0（USB 
3.0 互換）でコンピュータへ接続します。ま
た、USB オーディオクラスコンプライアン
ト（iPad 互換：要カメラコネクションキッ
ト） のため、USB 接続時のコンピュータへの
ドライバのインストールは必要ありません。

Mac OS X Yosemite（10.10）ユーザー：
Stage-B16 は、Thunderbolt ポートを搭載し
たMac の Ethernet ポートに接続して、マル
チチャンネルオーディオインターフェイス
としてご使用頂くこともできます。

ミキシング、及びエフェクト機能を装備したオン
ボードDSP
Stage-B16 には、非常に複雑なルーティング
マトリックスや 12ステレオバス、及びエ
フェクトを装備した 48インプットデジタル
ミキサーを処理する強力なDSP エンジンを
搭載しています。ミキサーセクションでは、
レコーディングスタジオオペレーションで
お馴染みのミキシングコンソールをモデル
にしています。

32ビットフローティングポイントプロセッシング
DPS エンジンに搭載された全てのミキシン
グ、及びエフェクトプロセッシングは、32
ビットフローティングポイントを採用し、
高品質なサウンドクオリティと実質無制限
のヘッドルームを実現しました。

ビンテージエフェクトプロセッシングモデル
付属の “ クラシック ” リバーブ、コンプレッ
ションは Teletronix LA-2A コンプレッサを、
4バンド EQは英国製アナログコンソールの
EQをモデルにしています。

AVB 拡張システムとオーディオネットワーク
AVB は、Ethernet IEEE 802.1 規格の Audio 
Video Bridging の略です。AVB では、非常に
低いレイテンシーで Ethernet 上のオーディ
オストリーミングを取り扱います。MOTU
インターフェイスの AVB Ethernet ネット
ワークポートには、スタンダードな CAT-5e 
Ethernet ケーブルを使用して 2台目の AVB
搭載MOTUインターフェイスを接続するこ
とができます。MOTU AVB Switch ™（別売）
を併用すると、最大 5台のMOTU インター
フェイスネットワークを構築でき、スタン
ドアローンのネットワーク、及びコン
ピュータベースのプロダクションシステム
の拡張 I/O として使用することができます。

スタンダード AVB スイッチ（MOTU、また
はサードパーティ社製）とスタンダードな
Ethernet ケーブルを併用した場合、非常に
高度な AVB オーディオネットワークを構築
できます。AVB オーディオネットワークで
は、ケーブルの長短に関わらずネットワー
ク内でニアゼロレイテンシーのオペレー
ションを実行します。MOTU社の AVB イン
プリメンテーションでは、Quality of Service 
（QoS）を保持したままコンピュータ、及び
ネットワーク内の機器間で数百ものオー
ディオチャンネルのストリーミングを実行
し、常にオーディオストリーミングを最優
先します。

マトリックスルーティングとマルチング
Stage-B16 は、非常にフレキシブルなマト
リックススタイルのオーディオルーティン
グ、及びマルチングを機能を供給します。
アナログ、またはデジタルインプット、コ
ンピュータチャンネルやネットワークスト
リームをその他のアウトプット、コン
ピュータやネットワーク内の機器へ自由に
ルーティングできます。また、お好きなシ
ングルインプットを無制限数のアウトプッ
トへ送信することもできます。
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ウェブアプリケーションコントロール
オンボード DSP、ミキシング、デバイス設
定、クロック /シンク設定、ネットワーク
内のオーディオルーティングは、Stage-B16
に直接接続、またはローカルWi-Fi ネット
ワーク内のコンピュータ、タブレット、ス
マートフォンのブラウザで起動したMOTU 
AVB Control ウェブアプリケーションで設定
/変更します。複数の機器からネットワーク
上の全てのオーディオインターフェイスの
設定へ同時にアクセスすることができます。

ワイヤレスコントロールでスタンダードミキシング
Apple Airport やその他のWi-Fi ルーターに
Ethernet ケーブルで接続された Stage-B16
では、コンピュータを使用せずにタブレッ
トやスマートフォンでミキシングや DSP エ
フェクトをコントロールすることができま
す。

MIDI I/O
MIDI IN/MIDI OUTジャックでは、USB経由で
16チャンネルのMIDI I/Oを供給します。

シグナルアクティビティ LED
視認性が高いフロントパネルの LED では、
全てのシグナルアクティビティを確認でき
ます。

ヘッドフォンアウトプット
Stage-B16のフロントパネルには、個々に音量
操作ができるヘッドフォンジャックを搭載し
ます。ヘッドフォンアウトプットは、その他
のアウトプットのミラーシグナル、または独
立したアウトプットとして設定できます。

正確なDigital Trim ™
Stage-B16 のマイクインプットにはデジタル
コントロールによるアナログトリムを装備
し、1 dB 単位の調整を行うことができます。
アナログアウトプットでは、32ビットトリ
ム（DAC）、及び 1 dB 単位の調整を行うこと
ができます。これらのトリムコンフィギュ
レーションはファイルに保存でき、必要に
応じていつでも設定を呼び出すことができ
ます。

ラックマウント、またはデスクトップオペレー
ション
Stage-B16 は、ラックに収納できる頑丈な金
属ユニットです。（ラックマウント用のブラ
ケット、及びキャリーハンドル付属）

AudioDesk
Stage-B16 システムには、フル機能を装備し
たオーディオワークステーションソフト
ウェア AudioDesk が付属します。
AudioDesk は、マルチチャンネルウェーブ
フォームエディティング、オートメート
バーチャルミキシング、オートメーション
のグラフィックエディティング、リアルタ
イムエフェクトプラグイン、クロスフェー
ド、サ－ドパ－ティ社オーディオプラグイ
ン対応、サンプルアキュレートなエディ
ティングとオーディオプレイスメント等、
オーディオレコーディングに必要な機能を
全て揃えています。
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第 2章 パッキングリストと動作環境

パッキングリスト
Stage-B16 システムには、以下の物が付属し
ます。パッケージ開封時に、内容物に異常
が認められた場合は、すみやかにMOTU、
または代理店 /販売店へお知らせください。

• 1 Stage-B16 ユニット

• 1 USB ケーブル

• 1 パワーコード

• ラックマウント用キットとキャリーハン
ドル

• 1 マニュアル

• 製品登録カード

動作環境
• A 1 GHz Intel ベースMac または、
Pentium ベース PC（またはその互換機）-
できるだけ速い CPUのご使用を推奨

• 2 GB の RAM（4 GB 以上推奨）

• Mac OS X 10.8 以降、またはWindows 7
以降。本器を AVB Ethernet オーディオイン
ターフェイスとして使用する場合は、要OS 
X 10.10 以降、及び Thunderbolt ポートを搭
載したMac。

• ハイスピードUSB 2.0（または3.0）ポート

• 大き目の容量のハードディスクドライブ
（500 GB 以上）

登録カードの記入
Stage-B16 ご購入後は、ユーザー登録をお早
めにお済ませください。

ユーザー登録方法：

• www.motu.com/register でオンライン登録

または、

• 登録カード（付属）に必要事項をご記入
後、返送

作業を開始する前に、このパッケージに付
属する登録カードをご記入の上、返送して
ください。製品のユーザー登録を完了する
ことにより、テクニカルサポート、ソフト
ウェアアップデートインフォメーションや
新製品情報などをお受け取りになることが
できます。

MOTU 社では、正規登録ユーザーへのみテ
クニカルサポートを始めとする様々な情報
を供給しておりますので、お早めに登録
カードの返送をお願いいたします。
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第 3章 ソフトウェアのインストール

オーバービュー
USB 2.0 クラスコンプライアントオペレーション
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USB 2.0 クラスコンプライアントオペレー
ション
Stage-B16 は、USB 2.0 オーディオクラスコ
ンプライアント機器です。その為、USB
ケーブルを使用してコンピュータへ接続す
る場合、専用ソフトウェアドライバをイン
ストールする必要はありません。USB 接続
の場合、ドライバをインストールすること
により Ethernet 接続を行わずにウェブアプ
リケーション（後述）の使用を可能にしま
す。コンピュータは、Stage-B16 を USB
オーディオ機器として認識し、インプット、
及びアウトプットをオーディオソフトウェ
アへ供給します。サンプルレート等の基本
設定は、オーディオソフトウェア（Mac）、
またはシステム設定（Windows）で取り扱
います。

v この方法の Stage-B16 は、ソフトウェア
ドライバのインストールを行わずとも基本
的なオーディオインプット /アウトプット
機能を供給します。

またMOTUインターフェイスのネットワー
クポートを使用してMOTU AVB コントロー
ルウェブアプリケーションを使用することも
できます。MOTU AVB コントロールウェブ
アプリケーションでは、高度なオンボード
ルーティングやミキシング、エフェクトプロ
セッシング機能等、Stage-B16の全ての設定
を行うことができます。ウェブアプリケー
ションは機器本体から供給されるため、コン
ピュータへのソフトウェアインストールを行
う必要はありません。コンピュータと Stage-
B16間の接続（Ethernet ケーブル接続、
Ethernet ハブ、またはWi-Fi ネットワーク共
有）ネットワークポートを介したウェブアプ
リケーションへのアクセスについての詳しい
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説明は、「MOTU AVB Control ウェブアプリ
ケーション」：11頁をお読みください。

AVB Ethernet オーディオインターフェイス
として使用する場合
Stage-B16を AVB Ethernet オーディオイン
ターフェイスとして使用するには、
Thunderbolt ポートを装備したMac（Mac OS 
X Yosemite（10.10）以降で起動）が必要で
す。Stage-B16のネットワークポートとMac
の Ethernet ポートをスタンダードCAT-5e、
またはCAT-6ケーブルで接続します。（最大
100m） この接続を行うことにより、Stage-
B16をMac上で起動したCore Audioホスト
ソフトウェアに対応したスタンダードなロー
レイテンシーマルチチャンネルオーディオイ
ンターフェイスとして使用することができま
す。

v この方法の Stage-B16 は、ソフトウェア
ドライバのインストールを行わずとも基本
的なオーディオインプット /アウトプット
機能を供給します。

ネットワークポートを介したウェブアプリ
ケーションへのアクセスについての詳しい
説明は、「MOTU AVB Control ウェブアプリ
ケーション」：11頁をお読みください。

ソフトウェアのインストール
以下の状況では、ソフトウェアのインス
トールを実行しなければなりません。：

• Windows 7 以降で起動した PCを使用する

• Stage-B16を USBオーディオインターフェ
イスとして使用、及びネットワークポートを
使用せずにウェブアプリケーションを使用

• 複数のMOTUインターフェイスを使用

上記の状況が当てはまらない場合、ソフト
ウェアのインストールを行う必要はありま
せん。ソフトウェアのインストールをス
キップして次へ進みます。

MOTUインターフェイスをコンピュータへ接続す
る前にソフトウェアインストーラーを起動
最新MOTU AVBインストーラーは、
www.motu.com/avbでダウンロードできます。

v ソフトウェアのインストールを行う場合
は、Stage-B16 をコンピュータへ接続する前
に実行することをお勧めします。

オーディオドライバ
Mac 環境では、USB オーディオドライバの
インストールを行いません。Stage-B16 は、
USB オーディオクラスコンプライアント機
器の為、Mac OS X がその機能を取り扱いま
す。Windows 環境では、USB ASIO、及び
Wave ドライバをインストールします。

MOTU AVB USB ASIO ドライバ
ASIO ソフトウェアで Stage-B16 を有効にす
るには、“MOTU AVB USB ASIO” ドライバを
選択します。

図3-1: Cubase で MOTU AVB ASIO ドライバを選択。

MOTU AVB Discovery アプリ（Mac）
MOTU AVB Discovery アプリは、Mac 環境
のアプリケーションフォルダへインストー
ルされます。MOTU AVB Discovery アプリ
は、コンピュータ、またはネットワークに
接続された Stage-B16 インターフェイスを
認識し、リスト形式で全ての Stage-B16 イ
ンターフェイスを表示します。（11 頁参照）
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表示された Stage-B16 インターフェイス名
をダブルクリックすると、その設定事項を
ウェブアプリケーションに表示します。
（「MOTU AVB Control ウェブアプリケーショ
ン」：11頁をお読みください。）

MOTU AVB WebUI Setup ショートカット
（Windows）
MOTU AVB WebUI Setup ショートカットは、
Windows 環境のスタートメニューへインス
トールされます。このショートカットは、
ウェブブラウザ内の AVB Control web アプ
リケーションを起動します。

MOTU AVB USB Control Panel
MOTU AVB USB Control Panel（スタートメ
ニュー >すべてのプログラム > MOTU）に
は 3つのタブがあります。：Status、Info、
Buffer Settings。Buffer Settings タブでは、 
AVB USB ドライバの基本的な設定事項を供
給します。

図3-2: MOTU AVB USB Audio Control Panel の Buffer Settings
タブ。

USB Streaming Mode
USB Streaming Mode（図3-2参照）では、
USBドライバが出力するオーディオの間隔を
設定します。小さな値はレイテンシーを減ら
します。この設定は、スタンダードな
Windowsオーディオアプリケーション
（Media Player等）のレイテンシーを決定しま

す。レイテンシーについての詳しい説明は、
「レイテンシーを減らす」：57頁をお読みくだ
さい。

ASIO Buffer Size
ASIO Buffer Size（図 3-2 参照）では、オー
ディオソフトウェアを経由するライブイン
プットのモニタリングディレイを決定しま
す。大きな値はディレイも大きくなります。
モニタリングディレイについての詳しい説
明は、第 6章「ホストオーディオソフト
ウェア」：53頁をお読みください。

MIDI I/O（Windows） 
MOTU AVB インストーラーは、Windows 環
境のコンピュータへ Stage-B16 用 USB MIDI
ドライバをインストールします。ドライバ
をインストールすることにより、Stage-B16
の MIDI インプット /アウトプットを USB
経由でコンピュータへ開放し、Windows と
全てのMIDI ソフトウェアへ供給します。

Mac 環境のMIDI I/O 設定
Mac OS X の CoreMIDI では、MIDI ハード
ウェアとソフトウェアのコミュニケーショ
ンなど、MIDI 関連の機能を取り扱います。
CoreMIDI では、Stage-B16 インターフェイ
スと CoreMIDI 対応ソフトウェア間のコミュ
ニケーションなど、多くのユニバーサルな
MIDI システム管理機能を供給します。 

Audio MIDI 設定は、Mac OS X 付属のオー
ディオ /MIDI ユーティリティソフトウェア
です。Audio MIDI 設定では、CoreAudio/
CoreMIDI 対応ソフトウェアで使用する
Stage-B16 インターフェイスのコンフィギュ
アを行います。：

• Mac 上にバーチャルなスタジオを構築し、
CoreMIDI アプリケーションで共有する
MIDI ハードウェアのセットアップを分りや
すいアイコンで表示します。
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• CoreMIDI 対応アプリケーションにシンプ
ルで見やすいMIDI デバイスのリストを供給
します。

Audio MIDI 設定を起動
1 Stage-B16 がコンピュータに正しく接続
（要 USB 接続）され、電源がオンになってい
ることを確認する

2 Audio MIDI 設定ユーティリティを起動する

Audio MIDI 設定ユーティリティは、/アプ
リケーション /ユーティリティディレクト
リにあります。

3 MIDI 装置タブをクリックする

ウインドウに接続したMIDI インターフェイ
スが表示されない、または灰色表示の場合
には、MIDI インターフェイスの接続を確認
した後、MIDI を再スキャンボタンをクリッ
クします。

Stage-B16 に MIDI デバイスを接続
Audio MIDI 設定のウインドウに Stage-B16
インターフェイスのアイコンが表示された
ら、必要なMIDI デバイスを Stage-B16 へ接
続します。各デバイスの設定は、全ての
CoreMIDI 対応アプリケーションで共有しま
す。

MIDI デバイスの設定：

1 装置を追加ボタンをクリック

2 MIDI デバイスアイコンの上下矢印をド
ラッグして、Stage-B16 のインプット /アウ
トプットへ接続する

図3-3: Stage-B16 と MIDI デバイスの接続。この例では、コン
トローラーキーボードを Stage-B16 のインプットに接続し、
サウンドモジュールを Stage-B16 のアウトプットに接続して
います。

3 MIDI デバイスのアイコンをダブルクリッ
クする

MIDI デバイスの設定ウインドウが開きま
す。このウインドウでは、送受信チャンネ
ルなど、MIDI デバイスに関連した設定を行
います。

図3-4: MIDI デバイスの設定ウインドウ。
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4 上記の手順を繰り返す

Stage-B16 に接続されたMIDI デバイスの数
だけ上記の手順を繰り返し、各デバイスに
合った設定を行います。

5 Audio MIDI 設定を終了する

AudioDeskワークステーションソフトウェア
付属の AudioDesk ワークステーションソフ
トウェアでは、オーディオの録音、再生、
編集、ミックス、プロセッシング、バウン
ス、マルチトラックデジタルオーディオレ
コーディングプロジェクトのマスタリング
を行います。

AudioDeskについての詳しい説明は、
AudioDesk付属のPDF 説明書ををお読みくだ
さい。

図3-5: AudioDesk。

その他のホストオーディオソフトウェア
Stage-B16 をその他のホストオーディオソフ
トウェアで使用するには、「ホストオーディ
オソフトウェア」：53頁をお読みください。
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第 4章 ハードウェアのインストール
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USB オーディオインターフェイスの設定

Stage-B16 を USB オーディオインターフェ
イスとして使用する場合は、この設定を使
用します。

• スタンダード USB ケーブルを使用します。

• USB ポート（USB2.0、または 3.0）へ接続
します。

•「USB 2.0 クラスコンプライアントオペ
レーション」：27頁参照

• ドライバのインストールは必要ありません。

CAT-5e ケーブルについて
CAT-5e、CAT-6ケーブル
（シールド）は、高品質
バージョンのスタンダー
ドEthernetパッチケーブ
ルです。ネットワーク
ケーブル販売店でご購入
いただけます。
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AVB Ethernet オーディオインターフェイス
の設定

Stage-B16 を AVB Ethernet オーディオイン
ターフェイスとして使用する場合は、この
設定を使用します。（要 Thunderbolt ポート
を装備したMac、及びMac OS X Yosemite-
10.10 以降）

• スタンダードな CAT-5e、または CAT-6
ケーブルを使用します。

• コンピュータの Ethernet ポートへ接続し
ます。

•「AVB Ethernet オーディオインターフェイ
スとして使用する場合」：28頁参照

• ドライバのインストールは必要ありません。

• 最低一つの AVB インプット、またはアウ
トプットストリームが有効になっているこ
とを確認しましょう。（13頁のアイテム
#19）

• Mac のオーディオMIDI 設定を開き、
Stage-B16 を有効にした後、クロックソー
ス、及びサンプルレートを設定します。

• Mac OS X AVB チャンネル数は、使用する
Mac のモデルにより異なります。

• 必要に応じて「Mac に接続した複数の
AVB オーディオインターフェイスを同期」：
44頁も併せてお読みください。

2 台のインターフェイスの設定

コンピュータへ 2台のMOTUインターフェ
イスを接続する場合は、この設定を使用し
ます。

• コンピュータとMOTU AVB インターフェ
イス間の接続には USB、または Thunderbolt
（1248、8M、16A、112D 等のMOTU AVB
インターフェイス使用時）を使用します。

• スタンダード Thunderbolt ケーブルを使
用して Thunderbolt チェインの最後に本体
を配置します。

• スタンダード CAT-5e Ethernet ネットワー
クケーブルで 2台のインターフェイスの
NETWORK ポートを接続します。

• 代案として、「複数台のインターフェイス
の設定」：36頁をお読みください。

/
Thunderbolt を装備したその他のMOTU 
AVB インターフェース：1248、8M、
16A、112D。
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3 ～ 5台のインターフェイスの設定
MOTU AVB Switch ™（別売）を使用して 3
～ 5台のMOTUインターフェイスをコン
ピュータに接続する場合は、この設定を使
用します。

• コンピュータへの接続は、USB、または
Thunderbolt（要 Thunderbolt 装備のMOTU 
AVB インターフェイス）を使用します。
ネットワークインターフェイスから /への
たくさんのオーディオストリームを使用す
るには Thunderbolt の使用を推奨します。1
つの Thunderbolt コネクションは、128
チャンネルの同時イン /アウトを取り扱う
ことができます。コンピュータに 2つめの

USB/Thunderbolt ポートがある場合、ネッ
トワーク内の 2台目のインターフェイスを
接続することもできます。

• スタンダード CAT-5e Ethernet ネットワー
クケーブルでインターフェイスの
NETWORK ポートとMOTU AVB Switch を接
続します。

• MOTU AVB Switch の 5 つの AVB 
NETWORK ポートを使用します。（Ethernet
ポートではありません。）

• ネットワークケーブルの長さ：スタン
ダードな銅線ケーブルの場合は 100ｍ。
ファイバーオプティックケーブルの場合は
それ以上。

（オプション）その他のコンピュータ。
全てのコンピュータ、及びインターフェイ
スは、ネットワーク上で相互アクセスが可
能です。

/

Thunderbolt を装備したそ
の他のMOTU AVB イン
ターフェース：1248、8M、
16A、112D。
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•「CAT-5e ケーブルについて」：33頁。

• 代案として、「複数台のインターフェイス
の設定」：36頁をお読みください。

• ネットワークにコンピュータを追加する
には、図の様に任意のインターフェイスへ
接続します。ネットワーク内の全てのコン
ピュータとインターフェイスは、どこから
でも自由にアクセスできます。

• 第 8章「ネットワーク」：67頁も併せて
参照ください。

マルチスイッチネットワークの設定
5 台以上のMOTU インターフェイスと複数
台の AVB スイッチを使用してネットワーク
を拡張する場合は、この設定を使用します。
AVB Ethernet は業界標準規格です。MOTU 
AVB スイッチ、またはサードパーティ社製
AVB スイッチを使用できます。

• スイッチは、直列に並べてデイジーチェ
インを構築することができます。この場合、
ループを作成しないように注意しなければ
なりません。下図のスイッチ A、B、Cチェ
インで、Cから Aへの接続は、ループを作
成してしまうためできません。代わりに、
B、Cの両方を Aへ接続します。

• より詳しい説明は、第 8章「ネットワー
ク」：67頁をお読みください。

複数台のインターフェイスの設定
複数台のMOTU インターフェイスは、複数
の USB（及び Thunderbolt）ポートを使用し
てホストコンピュータへ接続することも可
能です。しかしこの方法では、以下のよう
な問題もあります。：

• 各オーディオインターフェイス間のク
ロック同期を行うには、別途ワードクロッ
クの接続が必要になります。AVB ネット
ワークの接続（34-36 頁）を使用した場合、

ネットワーク接続を介して各オーディオイ
ンターフェイス間の同期を正確に保持する
ことができます。（ピコセカンドレベル）

• 各オーディオインターフェイス間で、直
接オーディオのルーティングを行うことが
できません。AVB ネットワークの接続
（34-36 頁）を使用した場合、各オーディオ
インターフェイス間で直接オーディオスト
リームのルーティングを行うことができま
す。（ニアゼロレイテンシー）

Thunderbolt を使用した複数のインターフェイス
の接続
コンピュータが複数の Thunderbolt ポート
を装備する場合、各ポートに直接 1台、ま
たは Thunderbolt デイジーチェインの
MOTU AVB インターフェイス（1248、8M、
16A、112D）を接続することができます。

Thunderbolt と USB を使用した複数のインター
フェイスの接続
また、Thunderbolt ポートへ 1台目を、USB 
2.0（または 3.0）へ 2台目のインターフェ
イスを接続することもできます。

複数のインターフェイスとUSB
USB へインターフェイスを接続した場合、
USB 3.0 ポートへ接続した場合でもMOTU
インターフェイスは USB 2.0 機器として機
能します。USB 2.0 ポートは複数の USB 2.0
機器へ十分な処理能力を供給しますが、
MOTU インターフェイスでは低いレイテン
シーによる大容量オーディオデータのリア
ルタイムオペレーションが必要になるため、
以下の項目を考慮しましょう。：

• コンピュータの USB 2.0、または 3.0 ポー
トへ 2台以上のユニットの接続を避けま
しょう。
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• USB 2.0 ポートに 2台のユニットを接続し
た場合、ハードディスクドライブ等のその
他の USB 2.0/3. 0 機器を接続しないように
しましょう。

• この環境でよりより結果を得るには、同
じコンピュータに接続されたインターフェ
イス間でクロックの同期を確立しなければ
なりません。

その他のスイッチ、
インターフェイス、
コンピュータ。

スイッチ A

スイッチ B

スイッチ C

Monitor 8 に加え、ネットワーク上に Thunderbolt を装備したMOTU AVB インターフェイス（1248、
8M、16A、112D）が存在する場合には、Thunderbolt を装備したMOTU AVB インターフェイスへコン
ピュータを接続します。

/
/

/

/

/
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複数のAVB Ethernet オーディオインターフェ
イス
Stage-B16 を AVB Ethernet オーディオイン
ターフェイスとして使用（「AVB Ethernet
オーディオインターフェイスの設定」：34
頁をお読みください。）する場合、 MOTU 
AVB Switch、またはサードパーティ社製
AVB スイッチを使用して複数の AVB オー
ディオインターフェイスを接続することが
できます。この場合、Mac 側からも AVB 経
由で全てのオーディオインターフェイスを
認識します。例えば、Avid S3 コンソールを
Mac へ接続、MOTUオーディオインター
フェイスを S3 のもう一つのネットワーク
ポート（スイッチ内蔵）へ接続します。Mac
はMOTU オーディオインターフェイスと S3
の両方をオーディオ I/O として認識します。
しかしこの場合、OS X が全てをコントロー
ルするため、オーディオのストリームは
Mac へ / からのみになります。「Mac に接続
した複数の AVB オーディオインターフェイ
スを同期」：44頁をお読みください。

オーディオインターフェイスの混在
この章で説明してきた複数台のインター
フェイス接続では、その他のMOTU オー
ディオインターフェイスを混ぜることもで
きます。例えば、Thunderbolt に 1248 を接
続し、Stage-B16 を USB 2.0 へ接続すること
などが可能です。

ウェブアプリケーションについて
MOTU AVB Control ウェブアプリケーション 
は、AVBネットワーク上にあるオーディオイ
ンターフェイスの全ての設定、ルーティン
グ、ミキシング、オーディオエフェクトプロ
セッシング機能をコントロールします。詳し
い説明は、「MOTU AVB Control ウェブアプ
リケーション」：11頁をお読みください。

ウェブアプリケーションは、Stage-B16 イン
ターフェイス本体より供給されます。ウェ
ブアプリケーションを起動するには、イン
ターフェイスに USB で接続された機器、ま
たは同一ネットワーク上の機器でブラウザ
を開きます。

図4-1: ウェブアプリケーションは、Stage-B16 インターフェ
イス本体より供給され、ネットワーク内のブラウザで開きま
す。

ウェブアプリケーションの独立性
このセクションで紹介した接続（特にネット
ワーク接続例）では、USB、AVBネットワー
クのオーディオルーティングを個別に設定す
ることができます。またウェブアプリケー
ションのための接続は、AVB Ethernet 接続で
はなく、スタンダードなEthernet 接続を利用
することができます。ウェブアプリケーショ
ンのコントロールは、オーディオのコント
ロールとは異なります。両者のコントロール
を分けることにより、MOTUインターフェイ
スの可能性を大きく広げます。

ユニークなウェブアプリケーション
次のセクションで紹介するウェブアプリ
ケーションの接続例は、たった一つのコン
トロール方法ではありません。 ウェブアプリ
ケーションは、必要に応じてどこからでも、
いくつでも開くことができ、同時にMOTU
インターフェイスをコントロールすること
が可能です。

ウェブアプリ

Web app in 
your browser
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ウェブアプリケーションを起動
次のセクションで紹介するウェブアプリ
ケーションの接続を完了後、「機器の接続と
ネットワーク構築」：11頁の方法でウェブ
アプリケーションを起動します。

USB 経由
インターネットにアクセス可能なコンピュー
タのUSBポートへ接続されたMOTUイン
ターフェイス（33頁参照）では、コン
ピュータやネットワーク内のその他の機器で
ウェブアプリケーションを使用できます。こ
の方法を使用する場合には、ソフトウェアイ
ンストーラー（27頁参照）でドライバのイ
ンストールを実行しなければなりません。

スタンダード Ethernet 経由
Stage-B16 にスタンダードな Ethernet 接続
（直接ケーブルで本体に接続、Ethernet ハブ
を併用、またはローカルネットワークにWi-
Fi 接続）された機器で起動したウェブアプ
リケーションでもMOTUインターフェイス
をコントロールできます。

Ethernet ケーブル
最もシンプルな Ethernet ケーブル接続によ
るウェブアプリケーションです。（USB、ま
たは Thunderbolt 接続は使用しません。）例
えば、MOTU インターフェイスをミキサー
やオーディオルーターとして使用する場合、
オンボードルーティング、ミキシング、エ
フェクト設定をウェブアプリケーションで
コントロールすることができます。

図4-2: Ethernet ケーブルによる接続。

Ethernet ハブ、またはネットワーク（LAN）
MOTU インターフェイス、及びラップトッ
プの両方をスタンダードな Ethernet ハブ、
またはネットワーク（LAN）に接続します。
ネットワーク内の複数のコンピュータ上で
ウェブアプリケーションを同時に起動する
ことができます。

図4-3: スタンダードEthernetハブ、またはネットワーク（LAN）
接続。

ネットワークポート

ネットワークポート

スタンダード Ethernet ケーブル

ネットワークポート

ネットワークポート

スタンダード Ethernet
ハブ、またはネットワーク（LAN）

Ethernet ケーブル
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Wi-Fi
Wi-Fi 使用時には、ネットワーク内の複数の
Wi-Fi 機器上でウェブアプリケーションを同
時に起動することができます。

図4-4: Wi-Fi による接続。

Ethernet ネットワーク + Wi-Fi
もちろん、図 4-3 と図 4-4 を組み合わせる
ことも可能です。（Ethernet ハブ、または
ネットワークをWi-Fi に接続）

MOTU AVB スイッチ
MOTU AVB スイッチは、5つの AVB 
Ethernet ポートと 1つのスタンダード
Ethernet ポートを装備します。AVB ポート
にはMOTUインターフェイスを接続し、
Ethernet ポートにはWi-Fi や Ethernet を接
続します。

図4-5: MOTU AVB スイッチの Ethernet ポートを使用。
ネットワークポート

Airport、または
Wi-Fi ルーターEthernet ケーブル

Wi-Fi 機器

タブレット スマート
フォン

ラップトップ
（オプション）

Wi-Fi ルーター、または 
Ethernet ハブ / ネットワーク

MOTU AVB インターフェイス

（別売）
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一般的な Stage-B16 セットアップ
Stage-B16 のパワフルな 48チャンネル、12
バスミキサーでは独立したミックスを自由
に作成でき、接続されたラップトップ、及

び同Wi-Fi ネットワーク上にある複数のワイ
ヤレス機器からコントロールすることがで
きます。複数の 8チャンネルオーディオも
自由にルーティングすることができます。

図 4-6: 一般的な Stage-B16 セットアップ例。

FOHミキシングコンソール

メインモニター /PA サブモニター /PA

デジタル
レコーダー

64チャンネル MADI

MOTU 112D

MOTU AVB 
Switch

タブレットや
スマートフォン

Airport やその他の
ワイヤレスルーター

モニターミキサーやプレイ
バックシステム等のその他
の AVB Ethernet 接続

ステージ
モニター

USB

ラップトップ

（リアパネ
ルの USB）

DAW
や
バーチャルインストルメント

MIDI キーボード

（リアパネルのMIDI ポート）
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オーディオの接続
Stage-B16 でオーディオの接続を行う際に
は、以下の項目を考慮しなければなりませ
ん。

プリアンプ付マイクインプット
マイクの接続には、スタンダードなマイク
ケーブルを使用します。

v +4 dBu（ラインレベル）シグナルをマ
イクインプットに接続する場合には、-20dB 
Pad を必ず使用します。

ファンタムパワー
コンデンサマイクやその他のファンタムパ
ワーが必要な機器を接続する場合には、マ
イクインプットのファンタムパワー機能を
オンにします。

プリアンプゲイン
Stage-B16 のプリアンプは 63 dB のゲインを
供給します。各インプットのゲインは、
ウェブアプリケーションでコントロールし
ます。プリアンプのゲインはデジタルコン
トロールです。1dB 単位で正確に調整する
ことができます。詳しい説明は、「Device タ
ブ」：12頁をお読みください。

-20 dB パッド
各マイクインプット（XLRジャック）には、 
-20 dB パッドスイッチを装備します。

トリム機能付きアナログアウトプット
全てのXLR アナログアウトプットには
24 dB のトリム機能を装備します。アナロ
グアウトプットのトリムは、ウェブアプリ
ケーションでコントロールします。（12頁
のアイテム #18）この機能により、様々な
スタンダードレベルに対応することができ
ます。

MIDI 機器の接続
MIDI 機器のMIDI INから Stage-B16のMIDI 
OUT へ（接続 A）、同様にMIDI 機器のMIDI 
OUT から Stage-B16 の MIDI IN へ（接続 B）
接続します。

図4-7: MIDI 機器と Stage-B16 の接続。

一方向のMIDI コネクション
キーボードコントローラーやギターコント
ローラー、ドラムパッドのようなMIDI デー
タを受信する必要が無いMIDI 機器を使用す
る場合、接続Ａ（図 4-7 参照）を行う必要
はありません。同様に、サウンドモジュー
ルのようにMIDI データを送信する必要が無
いMIDI 機器を使用する場合、接続Ｂを行
う必要はありませんが、MIDI シグナルの両
方向通信を行う場合には、接続 A/B の両方
が必要です。

MIDI スルーの使用
Stage-B16 のアウトプットだけでは足りない
場合は、図 4-8 のように Stage-B16 のアウ
トプットに接続されたMIDI 機器のMIDI 
THRU を使用して、他のMIDI 機器を接続す
ることもできます。この場合、これらの 2
つのMIDI 機器は、Stage-B16 のポートを共
有することになり、同じ 16個のMIDI チャ
ンネルを共有していることを意味します。
ポートを共有した機器同士のMIDI チャンネ
ルの衝突を防ぐために、このように複数の
機器で共有されるポートには、エフェクト

Stage-B16

MIDI 機器

MIDI
ケーブル

MIDI 
IN

MIDI 
OUT

MIDI 
OUT

MIDI 
IN

接続 A

接続 B
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デバイスのような複数のレシーブチャンネ
ル持つことができないデバイスを接続する
と良いでしょう。

図4-8: 接続された MIDI 機器の MIDI THRU を使用して他の
MIDI 機器を接続。

AVB ネットワークの同期
AVB プロトコルは、正確なタイミングのシ
ンク、クロック機能を供給します。AVB 機
器のネットワークでは、その大きさに関わ
らず以下の機能を有します。：

• ローレイテンシー

• ネットワーク全体のタイムベース

• 接続された全体にサンプルアキュレート
より正確なフェーズロックを供給

• ナノセカンドレベルの正確なタイミング

マスタークロックの選択
ウェブアプリケーションでは、MOTU AVB
ネットワーク内のマスターデバイスの設定
を簡単に行うことができます。

1 Devices タブ（12頁）をクリックする

2 デバイスリスト（12頁のアイテム #1）
でクロックマスターにするMOTU インター
フェイスを選択する

3 “Become Clock Master” ボタンをクリック
する

2で選んだ機器以外の全ての AVB 機器がス
レーブになります。

図4-9: クロックマスターの選択。

代わりに、一つ一つのMOTU インターフェ
イスでマスターとスレーブの設定を手動で
行うこともできます。例えば、ネットワー
ク上の一つのMOTUインターフェイスだけ
が本体自身のクロック、または外部クロッ
クソースを参照しなければならない場合に
は、個々のMOTUインターフェイスで設定
します。異なるクロックソースに同期する
機器がネットワーク上に混在する場合、こ
れらの機器間でオーディオのストリームを
行うことはできません。

MIDI IN

MIDI
ケーブル

MIDI 機器
MIDI 
IN

MIDI 
THRU

MIDI 
OUT

その他の機器

Stage-B16
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マスタークロック機器を外部クロックソースへ
同期
AVB ネットワークのクロックマスターに設
定したMOTUインターフェイスを外部ワー
ドクロックやオプティカルのタイムベース
に同期することもできます。この場合、AVB
ネットワークのクロックマスターに設定し
たMOTU インターフェイスのクロックモー
ド（Device タブ）を必要なクロックソース
に設定します。

Mac に接続した複数の AVB オーディオイン
ターフェイスを同期
Mac に接続した複数の AVB オーディオイン
ターフェイスを同期するには、以下の方法
があります。：

• ワードクロック等の外部クロックソース
へ同期する

• アグリゲート機器を作成する（アグリ
ゲート機器の設定パネルでドリフトコレク
ション機能を有効にすることにより、同期
していない機器のサンプルレートコンバー
ジョンを実行します。）
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第 5章 プリセット

オーバービュー
Stage-B16 には多くの可能性があり、その使
用方法も多岐にわたります。この章では、
一般的な Stage-B16 の使用方法を想定し、
各使用方法に合わせたプリセットを紹介し
ます。

プリセットメニュー
プリセットメニュー（12頁のアイテム #7）
は、様々な使用方法に合わせたプリセット
を供給します。プリセットを読み込むと、
Stage-B16 のルーティングやミキサー設定を
自動的に変更します。読み込んだプリセッ
トの微調整は各タブで行います。

オーディオインターフェイス  . . . . . . . . . . . . . . . 47
スタンドアローンミキサー  . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
インターフェイス+ミキサー . . . . . . . . . . . . . . . 49
ミキシングモニター機能付ライブ録音 . . . . . . . 50
ステージボックス. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ステージボックスとミキシング  . . . . . . . . . . . . . 51

プリセットの作成
Stage-B16 では、カスタムプリセットも作成
することができます。Stage-B16 には多くの
可能性があり、多くの作業を同時に取り扱
うことができます。

ビデオチュートリアル
この章で紹介するプリセットのビデオ
チュートリアルを以下の URL でご覧いただ
けます。：

www.motu.com/avb

オーディオインターフェイス
Stage-B16 インターフェイスをスタンダード
な USB インターフェイスとして使用するに
は、“Audio Interface” プリセットを選択しま
す。

図5-1: オーディオインターフェイスとして機能する Stage-
B16。

アナログ機器へのオーディオ接続
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スタンドアローンミキサー
Stage-B16 をスタンドアローンミキサーとし
て使用するには、“Stand-alone mixer” プリ
セットを選択します。スタンドアローンミ
キサーとしての Stage-B16 は、全てのイン
プットをミキサーへルーティングし、ミキ
サーのメインミックスバスとモニターバス
をメインアウトとラインアウトペアへ送信
します。また、全てのインプットを Aux バ
スペア（1-2、3-4 等）へ送信します。Aux
バスペアは、シグナルをラインアウトペア
へ出力するため、各 Aux バスを独立したモ
ニターミックスとして使用することも可能
です。

ミキサーをコントロールするには、AVB 
Control ウェブアプリケーションを使用しま
す。Stage-B16 をコンピュータへ USB、
Ethernet、Wi-Fi で接続します。（「ウェブア
プリケーションについて」：38頁をお読み
ください。）図 5-2 は、 Wi-Fi による接続で
す。複数のWi-Fi 機器からコントロールする
ことができます。

図5-2: スタンドアローンミキサーとして機能するStage-B16。

Airport 等
Wi-Fi ルーター

 Ethernet
ケーブル

Wi-Fi 機器

ラップトップ
（オプション）

タブレット スマート
フォン

ローカルインプット +
ネットワークインプット

メイン
ミックス

Aux
ミックス

グループ
ミックス
1

グループ
ミックス
2
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インターフェイス +ミキサー
Stage-B16 をインターフェイス +ミキサーと
して使用するには、“Interface + mixer” プリ
セットを選択します。インターフェイス +
ミキサーとしての Stage-B16 は、全てのイ
ンプットとアウトプットをUSB、及び AVB 
Ethernet 経由でコンピュータへ送受信しま
す。また、以下のオーディオソースをミキ
サー（メインミックスバスと 3つのステレ
オ Aux バスへミックス）へルーティングす
ることにより、独立したモニターミックス
機能を供給します。

• Stage-B16 の 10 アナログインプット

• ホストコンピュータからの USB チャンネ
ル

モニターバスは、ソロバスに設定されてい
ます。

この設定のミキサーは、コンピュータ上で
起動したMOTU AVB Control ウェブアプリ
ケーションでコントロールします。また、
同じWi-Fi ネットワーク上にあるワイヤレス
機器からもウェブアプリケーションを起動
することができます。

図5-3: インターフェイス、及びミキサーとして機能する
Stage-B16。

ラップトップ

ステージ等からのアナログインプット

メイン
ミックス

Aux
ミックス
1

Aux
ミックス
2
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ミキシングモニター機能付ライブ録音
Stage-B16 をミキシングモニター機能付ライ
ブ録音機器として使用するには、“Live 
recording with monitor mixing” プリセット
を選択します。このプリセットは、前述の
“Interface + mixer”（「インターフェイス +ミ
キサー」：図 5-3 参照）と同様、全てのイン
プットをコンピュータ（録音用）とミキ
サーのメインミックス、及びモニターバス
へルーティングします。（ニアゼロレイテン
シーモニタリング）コンピュータからの
USB チャンネルは、Stage-B16 のミックスに
含まれます。その他のプリセット同様、Aux
バスは Stage-B16 のラインアウトプットへ
ルーティングされます。

ステージボックス
ステージ上の演奏者からのオーディオイン
プットを Ethernet ケーブル経由で離れた場
所へルーティングするには、“Stage box” プ
リセットを選択します。このプリセットは、
Stage-B16 の全てのインプットとアウトプッ
トを 8チャンネルの AVB ネットワークスト
リームへルーティングし、同じ AVB 
Ethernet ネットワーク上の全て /任意の機
器へ放送します。

図5-4: ステージボックスとして機能する Stage-B16。

演奏者用 FOH
モニターミックス

ステージエリア

FOHミックスポジション

Ethernet ケーブル

ラップトップ
（オプション）

Stage-B16

ハウスミキシングコンソール（FOH）

16A

ステージからの
マイクインプット

Stage-B16 インプット モニターミックス
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ステージボックスとミキシング
“Stage box with mixing” プリセットは、受信
するネットワークオーディオを Stage-B16
のアウトプットへ直接送信する代わりにミ
キサーへ送信し、ミキサーの独立したミッ
クスから Stage-B16 のアウトプットへ送信
します。

図5-5: ステージボックス、及びミキサーとして機能する
Stage-B16。

演奏者用 Stage-
B16 モニター
ミックス

ステージエリア

FOH ミックスポジション

Ethernet ケーブル

ラップトップ
（オプション）

Stage-B16

ハウスミキシングコンソール（FOH）

16A

各演奏者はWi-Fi 経由で Stage-B16 のモニターミックスをコントロールできます。

ステージ /スタジオ
からの

マイクインプット

Stage-B16 インプットFOHアウトプット
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第 6章 ホストオーディオソフトウェア

オーバービュー
Stage-B16 は、Mac 環境の Core Audio、及
びWindows 環境の ASIO/Wave 対応オー
ディオアプリケーション：（MOTU 社 Digital 
Performer、AudioDesk、Apple 社 Logic 
Pro、GarageBand や、Ableton Live、Avid 
Pro Tools、Cockos Reaper、Propellerhead 
Reason、Record、Steinberg Cubase、
Nuendo、Cakewalk SONAR 等 PreSonus 
Studio One、Bitwig 等のその他のサードパー
ティソフトウェアアプリケーション）へマ
ルチチャンネルのオーディオインプット /
アウトプットを供給します。

AudioDesk は、motu.com/avb より無料でダ
ウンロードしていただくことができます。 
AudioDesk についての詳しい説明は、
AudioDesk ユーザーガイド PDF（付属）を
参照ください。

MOTU 社製デジタルオーディオワークス
テーション Digital Performer は、別売りで
す。AudioDesk から Digital Performer への
アップグレードについての詳しい説明は、
MOTU 日本代理店、または販売店へお問い
合わせください。

準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ウェブアプリケーションを起動  . . . . . . . . . . . . . 53
MOTU AVB Audio ドライバの選択 . . . . . . . . . . . 56
レイテンシーを減らす. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
オンボードミキサーとエフェクト . . . . . . . . . . . 60

準備
最初にホストオーディオソフトウェアを準
備します。ホストオーディオソフトウェア
のインストール等が完了したら、以下の章
を先にお読みください。：

• 第 3章「ソフトウェアのインストール」：
27 頁

• 第 4章「ハードウェアのインストール」：
33 頁

ウェブアプリケーションを起動
ホストオーディオソフトウェアを起動する
前に、ウェブアプリケーションを開き、
Stage-B16 の設定を行います。

ウェブアプリケーションでは、必要なイン
プット /アウトプットのオン /オフ、オー
ディオストリーミングの設定等、Stage-B16
の設定全般を取り扱います。

サンプルレート
Sample Rate メニューでは、本体機器、及び
ホストオーディオソフトウェアで使用する
サンプルレートを選択します。

クロックモード
Clock Mode メニューでは、システムのク
ロックマスター機器を選択します。

Stage-B16 にデジタル機器が接続されていな
い（アナログインプット /アウトプットだ
けを使用する）場合で、ホストオーディオ
ソフトウェアがワードクロックやその他の
クロックソースへ同期する必要が無い場合
には、“Internal” を選択します。
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インプット /アウトプットバンクのオン /オフ
ウェブアプリケーションのDEVICES タブ
（13 頁参照）では、ホストオーディオソフ
トウェアで使用する Stage-B16 のオン /オ
フを設定します。DEVICES タブで選択され
ていない Stage-B16 は、オーディオソフト
ウェアソフトウェアで使用できません。

コンピュータチャンネル数の設定
Device タブ（13頁参照）の Computer 
Setup セクションでは、ホストオーディオソ
フトウェア間で行うオーディオストリーミ
ングのコンピュータチャンネル数を設定し
ます。：

• コンピュータで録音に必要な物理的なイ
ンプット数

• 再生に必要な物理的なアウトプット数

• Stage-B16のオンボードミキサーへ /から
送受信するオーディオストリーミング数

• AVBネットワーク間を送受信するオーディ
オストリーミング数（複数のMOTU AVBイ
ンターフェイスでネットワーク構築時）

設定するチャンネル数が分からない場合に
は、Routing タブを開きます。（後述）

ホストオーディオソフトウェアへインプット /ア
ウトプットを開放
ウェブアプリケーションの Routing タブ
（14頁参照） で、必要なインプット、及びア
ウトプットをコンピュータチャンネルへ
マッピングします。（図 6-1、図 6-2 参照）

図6-1: コンピュータチャンネル（ホストオーディオソフトウェアから）から Stage-B16 のアナログアウトプット
へのルーティング例。コンピュータチャンネル 1-2 は、Phones L-R と Analog 1-2 へ送信されています。
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プリセットの選択
プリセットメニュー（12頁のアイテム #7）
では、様々な状況に合わせたマッピング設
定のプリセットを供給します。

コンピュータインプット /アウトプットチャンネ
ル名
ルーティンググリッド（図 6-1 参照）のコン
ピュータインプット、及びアウトプット名を
クリックして名称を変更できます。チャンネ
ルネーム対応ソフトウェアでは、これらの
チャンネル名を見ることができます。

コンピュータとオンボードミキサー間のオーディ
オストリーミング
図 6-1 のルーティンググリッド上列に表示
された “Mix” インプットは、インターフェイ
スのオンボードミキサーのアウトプットバ
スから送信されるシグナルを受信するイン
プットです。これらのミックスバスをコン
ピュータのホストオーディオソフトウェア
へ送信するには、必要なのコンピュータ
チャンネルと交差するグリッドをクリック
して選択します。

図 6-2: Stage-B16 のインプットをコンピュータチャンネル（ホストオーディオソフトウェア）へルーティング例。
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また、コンピュータからのオーディオシグ
ナルをミキサーへストリーミングすること
もできます。コンピュータからのシグナル
は、グリッド上部のインプットとしてグ
リッドに表示されます。コンピュータチャ
ンネルからのオーディオシグナルをミキ
サーへルーティングするには、必要なコン
ピュータチャンネル（縦軸）と任意のミッ
クスインプット（横軸）と交差するグリッ
ドをクリックして選択します。

AVB ネットワークのストリーミング
コンピュータに直接接続された Stage-B16
を経由したホストオーディオソフトウェア
から出入力するオーディオシグナルは、
ネットワーク内の AVB インターフェイスへ
オーディオチャンネルとして送信すること
ができます。詳しい説明は、「コンピュータ
チャンネルをネットワークストリームに
マッピング」：72頁をお読みください。

コンピュータチャンネルを複数のアウトプットで
モニタリング
図 6-1 は、ホストオーディオソフトウェア
からのステレオオーディオストリームを複
数のアウトプットで出力しています。この
例では、コンピュータチャンネル 1-2 を
Phones L-R、Analog 1-2 へ出力しています。
複数のアウトプットへインプットをルー
ティングするには、必要なアウトプットと
交差するグリッド全てをクリックして選択
します。（図 6-1 の computer channels 1-2
参照）

複数のインプットを一つのアウトプットへ統合
複数のインプットを一つのアウトプットへ
統合（ミックス）するには、ミキサーイン
プットへルーティングした後、オンボード
のミキサー機能（「Mixing タブ」：15頁をお
読みください。）を使用します。

ルーティンググリッドチュートリアル
ルーティンググリッドの使用方法について
のビデオチュートリアルを以下の URL でご
覧いただけます。：

www.motu.com/techsupport/technotes/
avbrouting

及び、

www.motu.com/avb

MOTU AVB Audio ドライバの選択
前準備が全て完了したら、オーディオソフ
トウェアを起動して、MOTU AVB Audio ド
ライバを選択します。

Mac OS X オーディオソフトウェア
Mac OS X 上で起動するオーディオソフト
ウェアでは、メニューアイテム、または
オーディオ機器（Core Audio ドライバ）を
選択するプリファレンスウインドウで
“Stage-B16” を選択します。

Windows オーディオソフトウェア
Windows 上で起動するオーディオソフト
ウェアでは、メニューアイテム、または
ASIO ドライバを選択するプリファレンスウ
インドウで “MOTU AVB USB ASIO” を選択し
ます。ASIO 非対応のオーディオソフトウェ
アでは、“MOTU AVB USB AUDIO Wave 
driver” を選択します。

図6-3: Cubase で MOTU AVB ASIO ドライバを選択。
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一般的なホストオーディオソフトウェア
以下は一般的なホストオーディオソフト
ウェアのドライバ設定箇所です。：

その他のオーディオソフトウェア
詳しい説明は、ホストオーディオソフト
ウェア付属の説明書を参照ください。

レイテンシーを減らす
Stage-B16 システムのインプットから受信し
たオーディオを一度コンピュータへ送り、
ホストオーディオソフトウェア経由でアウ
トプットから出力すると、オーディオシグ
ナルに若干の遅れが生じます。このような
オーディオを遅れをモニタリングレイテン
シーと呼びます。

モニタリングレイテンシーは、オーディオ
インターフェイスのインプットで受信した
シグナルをコンピュータへ送り、ソフト
ウェアを経由したシグナルをコンピュータ
から再度オーディオインターフェイスへ戻
してアウトプットから出力するために発生
します。

Stage-B16 経由のモニタリング
ライブインプットをプラグインなどでプロセ
スする必要がない場合には、Stage-B16のデ
ジタルミキサー機能を使用してモニタリング
のレイテンシーを完全に無くすことができま
す。Stage-B16には、シグナルへ適用できる
内蔵エフェクトプロセッシング（EQ、コンプ
レッション、リバーブ）機能も搭載していま
す。詳しい説明は、「Mixing タブ」：15頁を
お読みください。

ダイレクトハードウェアプレイスルー /ダイレ
クトASIO モニタリング
オーディオアプリケーションの種類により、
ソフトウェアからノーレイテンシーのハー
ドウェアモニタリング機能（オーディオイ
ンターフェイスへ直接にスルーする機能）
をコントロールできるものもあります。例
えばトラックでの録音を準備、またはモニ
タリングボタンを有効にすると、自動的に
ホストソフトウェアがトラックに設定され
たインプットからのオーディオをハード
ウェアのアウトプットへスルーします。
Digital Performer ではダイレクトハードウェ
アプレイスルー、ASIO ホストではダイレク
トモニタリング、またはダイレクト ASIO モ
ニタリングと呼びます。

Stage-B16 は、このどちらの機能にも直接は
対応していません。これらの機能の代わり
に、MOTU AVB Control ウェブアプリケー
ションのミキサー（「Mixing タブ」：15頁を
お読みください。）で必要な接続を手動で作
成しましょう。

インプットシグナルにエフェクトを適用す
る必要がない場合には、録音するインプッ
トをモニタリングに使用するアウトプット
へルーティングするだけです。

ホストソフトウェ
ア

ドライバ設定箇所

Digital Performer 
/AudioDesk

セットアップメニュー >オーディオ
システムの設定 >ハードウェアドラ
イバの設定

Pro Tools 9（以
降）

セットアップメニュー > Playback 
Engine の Current Engine メニュー

Logic Pro プリファレンス > Audio タブ > 
Devices タブ > Core Audio タブ

Garage Band Garage Band メニュー > 環境設定 > 
Audio/MIDI > Audio Output/Input メ
ニュー

Cubase/Nuendo Device Setup > Devices list > VST Audio 
System menu

Live Preferences > Audio tab

Reason Preferences > Audio preferences

Reaper Preferences > Audio prefs > Devices
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録音するモノインプットをステレオでモニ
タリング、またはモニターするシグナルに
エフェクトを適用しなければならない場合
には、インプットシグナルを Stage-B16 の
ミキサーインへルーティングします。グ
リッド左にあるOutputs コラムのMix In グ
ループを開き、必要なインプットとミキ
サーインプットが交差するグリッドをク
リックします。ミキサーインプットへの
ルーティングが完了したら、ミキサーのイ
ンプットチャンネル、リバーブバス、モニ
ターバスを使用してエフェクトを適用し、
モニターバスアウトプットをハードウェア
のアウトプットへルーティングします。

グリッドで直接ルーティング、またはミキ
サー経由で出力、どちらの場合もコン
ピュータへのインプット接続も維持するこ
とを忘れないようにしましょう。（ソフト
ウェア上での録音の為）言い換えると、グ
リッドのインプットコラムで 2つのタイル
（コンピュータとモニタリングアウトプッ
ト、またはミキサーインプット）が選択さ
れていることを確認します。インプットシ
グナルをその他へも送信する必要がある場
合には、随時送信先を追加します。

ホストオーディオソフトウェア経由のモニタ
リング
この章では、ライブインプットをプラグイ
ンでプロセスする必要がある場合、または
バーチャルインストルメントを Stage-B16
経由で演奏する場合のレイテンシーのコン
トロール方法を説明します。

v モニタリング時に発生するディレイは、
ハードディスクに録音されるデータ、または
ハードディスクに録音されたデータの再生に
は影響しません。オーディオデータの録音は、
常に正確なタイミングで実行します。

ホストソフトウェアのオーディオバッファーを調節
コンピュータでデータを一時保管するメモ
リー領域をバッファーと呼びます。Stage-
B16 のようなオーディオインターフェイス
では、コンピュータへ送受信するオーディ
オデータのトランスファー時に、このバッ
ファーを使用します。バッファーサイズを
大きくすると、ソフトウェア経由でライブ
インプットのモニタリング時に発生するレ
イテンシーが大きくなります。

Mac OS X 環境のバッファーサイズ調整
Mac OS X 環境では、オーディオ I/O のバッ
ファーサイズはホストオーディオアプリ
ケーションが取扱います。（Stage-B16 の 
CoreAudio ドライバでは取り扱いません。）
殆どのオーディオソフトウェアアプリケー
ションでは、オーディオバッファーの調節
を行うことができ、ソフトウェアを経由し
たライブインプットモニター時のレイテン
シーをコントロールすることができます。
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図6-4: Digital Performer や AudioDesk では、セットアップメ
ニューより「オーディオシステムの設定」>「ハードウェア
ドライバの設定」を選んで、「バッファーサイズ」メニュー
でオーディオバッファーの設定を行います。「ホストバッ
ファーマルチプライヤ」の詳しい説明は、Digital Performer/
AudioDesk 付属のマニュアルをお読みください。

図6-5: CubaseやNuendoでは、デバイスメニューより>“Device
Setup” を選び、“Stage-B16（またはその他のMOTUインター
フェイスモデル）” を選択した後、“Audio Buffer Size” で設定
を行います。

図6-6: Logic Pro では、“Audio Driver” プリファレンスの “I/O
Buffer Size” で設定を行います。

Windows 環境のバッファーサイズ調整
Windows 環境では、MOTU AVB USB Control 
Panel でバッファーサイズを調整します。詳
しい説明は、「MOTU AVB USB Control 
Panel」：29 頁をお読みください。

レイテンシーと CPUのプロセッシングパワー
バッファーサイズの設定は、以下の事項に
大きく影響します。：

• モニタリングレイテンシー

• コンピュータの CPUへの負担

• AudioDesk/Digital Performer やその他の
オーディオソフトウェアから送信するトラ
ンスポートコントロールの反応

• リアルタイムバーチャルインストルメン
トレイテンシー
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この設定は、コンピュータのプロセッシン
グパワーとパッチスルー時のライブオー
ディオの遅れ（レイテンシー）を引き換え
にします。バッファーサイズを小さくする
と、レイテンシーを減らす代わりに、コン
ピュータへ大きな負担をかけるため、同時
に使用できるリアルタイムエフェクトプロ
セッシングの数が少なくなります。逆に、
バッファーサイズを大きくすると、より多
くのリアルタイムエフェクト等のプロセッ
シングを使用できるようになります。

図6-7: バッファーサイズを調節してレイテンシーを抑える場
合、AudioDesk/Digital Performer のパフォーマンスウインド
ウのプロセッサメーターで CPU への負担を確認します。再生
するオーディオが歪んだり、プロセッサメーターがピークに
達する場合には、バッファーサイズを大きくします。

レコーディングを行う必要がない場合や、
パッチスルーでインプットシグナルをモニ
ターする必要がない場合には、バッファー
サイズの設定をできるだけ大きくしましょ
う。使用するコンピュータの CPUにより、
最適な値が異なるため、いくつかの値を試
してみましょう。

トランスポートコントロールへの影響
バッファーサイズの設定は、オーディオソ
フトウェアの反応速度にもわずかながら影
響します。バッファーサイズを小さくする
とソフトウェアの反応が速くなり、大きく
するとわずかに遅くなります。

エフェクトプロセッシングとオ－トメ－トミキシ
ング
バッファーサイズを小さくして遅れを減らす
ことにより、ライブインプットをエフェクト
プロセッシングやミックスオートメーション
へルーティングできるようになります。

オンボードミキサーとエフェクト
Stage-B16 には、パワフルなミキシング、
EQ、コンプレッション、リバーブ機能を搭
載します。これら機能により、Stage-B16 を
モニターミキサー、ステージ上の演奏者へ
のシグナルルーティング、ホストオーディ
オソフトウェアが持つミキシング環境に則
した拡張システム等、多くの使用方法を供
給します。ミキシングの設定はプリセット
として保存でき、必要に応じていつでもお
好きな設定を呼び出すことができます。詳
しい説明は、「Mixing タブ」：15頁をお読み
ください。
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第 7章 ミキサーエフェクト

オーバービュー
この章では、Stage-B16 に搭載された DSP
ミキサーのエフェクトプロセッサを紹介し
ます。

Mixing タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aux Mixing タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ミキサーインプットチャンネルストリップ . . . 17
メインミックス /モニターチャンネルストリップ
18
Aux バスチャンネルストリップ . . . . . . . . . . . . . 19
グループ / リバーブチャンネルストリップ  . . . 20

パワフルなDSP を搭載したミキサーとエフェク
ト機能
ミキサーは、強力な 32ビットフローティン
グポイントプレシジョンによる DSP を搭載
し、ノーレイテンシーエフェクト（パラメ
トリック EQ、ダイナミクス、リバーブ）の
プロセッシングに必要な十分な処理能力を
有します。エフェクトはコンピュータが無
い環境でも、本体をオーディオインター
フェイス、またはスタンドアローンミキ
サーとして使用することにより、シグナル
へ適用することができます。コンピュータ
へ録音するシグナルは、ウェット、及びド
ライの両方を選択することができるだけで
はなく、ドライシグナルを録音しながら、
ウェットなシグナルをリアルタイムで演奏
者へ送信することも可能です。

High Pass Filter（ハイパスフィルター） . . . . . . 62
ハイパスフィルター。

Gate（ゲート）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
スレッショルド /アタック /リリースを搭
載したスタンダードなゲート。

4 バンドパラメトリック EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
英国製アナログコンソールをモデルにした
マルチバンドパラメトリック EQ。

Compressor（コンプレッサ）. . . . . . . . . . . . . . . . 63
スレッショルド /レシオ / アタック /リリー
ス /ゲインコントロールを搭載したスタン
ダードなコンプレッサ。

Leveler（レベラー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Leveler™ -ミュージカルなオートマティック
ゲインコントロール機能を搭載した LA-2A
オプティカルコンプレッサー。

Reverb（リバーブ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
最大 60秒のクラシックリバーブ。
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ホストベースミキシングとプロセッシング
の利点
Stage-B16 のハードウェアミキサーは、ホス
トオーディオソフトウェアのミキシングと
プロセッシングに以下の利点を提供しま
す。：

• バッファーレイテンシーがありません。
DSPチップの搭載により、デジタルミキサー
と同程度のパフォーマンスを供給します。

• DSP ミキシング、及びルーティングは、
ソフトウェアやプロジェクトとは別に管理
することができます。 

• コンピュータを使用しないスタンドア
ローンの Stage-B16 でも DSP ミキシングを
使用することができ、ポータブルなエフェ
クト内蔵ミキサーとして機能します。

v 本体を 4x サンプルレート（176.4/192 
kHz）で起動した場合、エフェクト機能はオ
フになります。

High Pass Filter（ハイパスフィルター）
全てのインプットチャンネルストリップに
は、12 dB/ オクターブのハイパスフィル
ターを装備します。

図7-1: ハイパスフィルター。

Gate（ゲート）
全てのインプットチャンネルストリップに
は、ゲートを装備します。

図7-2: ゲート。

インプットシグナルのレベルがスレッショ
ルド（Threshold）値以下に下がると、ゲー
トが閉じます。

アタック（Attack）値は、ゲートの開き具合
をコントロールします。小さい値はゲート
を早く開き、大きい値はゲートをゆっくり
と開きます。

リリース（Release）値は、ゲートの閉まり
具合をコントロールします。小さい値は
ゲートを早く閉じ、大きい値はゲートを
ゆっくりと閉じます。

4 バンドパラメトリック EQ
ミキサー内全てのチャンネルストリップ
（モニターバスを除く）には、4バンドのパ
ラメトリック EQを装備します。

ビンテージ EQ
英国製のコンソールに搭載された EQをモデ
ルにした EQセクション（図 7-3 参照）で
は、最も有名なクラシックイコライザのサ
ウンドを再現します。4バンドのセンターフ
リーケンシーパラメトリック EQフィルター
では、其々にバンド幅のコントロールを装
備します。ハイ、及びローバンドには、
シェルフフィルターオプションを装備しま
す。32ビットフローティングポイントプロ
セッシングのビンテージ EQは、様々な状況
でより音楽的な効果を発揮します。

EQ のオン / オフ
チャンネルストリップの各バンドにはある
オン /オフボタン（図 7-3 参照）で、オン /
オフを切り替えます。
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図7-3: 4 バンドパラメトリック EQ。

EQ フィルターコントロール
EQ フィルターのコントロール：

ノブの初期値
設定を初期値へ戻すには、ノブをダブルク
リックします。

EQ フィルター
EQ は最も一般的に使用されるプロセッシン
グツールで、様々な用途に使用されます。4
バンド EQは、様々な状況で使用することが
できます。

ロー /ハイシェルフフィルター
ロー /ハイバンドでは、シェルフフィル
ターオプションを装備します。

Compressor（コンプレッサ）
全てのミキサーインプットチャンネルスト
リップには、コンプレッサを装備します。

図7-4: コンプレッサ。

コンプレッサ（図 7-4 参照）は、スレッ
ショルド（Thresh）値を超えたインプット
シグナルをコンプレス（圧縮）します。シ
グナルの圧縮値は、レシオ（Ratio）ノブと
インプットレベルにより決定されます。ス
レッショルド値より 6 dB 高いインプットシ
グナルで、レシオが “3:1” に設定されている
場合、アウトプットはスレッショルド値よ
り 2 dB 高いレベルになります。インプット
レベルがスレッショルド値を超えると、シ
グナルのディストーションを減らすために
徐々に圧縮を開始します。どの時点で圧縮
を開始するかは、アタック（Attack）ノブが
決定します。同様に、インプットレベルが
スレッショルド値を下がると、徐々に圧縮
を中止します。どの時点で圧縮を中止する
かは、リリース（Release）ノブが決定しま
す。リリースノブで長すぎるリリースタイ
ムを設定すると、音量が高いフレーズに続
いた低いフレーズを消してしまう場合があ
ります。逆に、短かすぎるリリースタイム
を設定すると、標準レベルのインプットシ
グナルを反動でスレッショルド値の前後へ
押し上げてしまうことがあります。これら

コントロール 単位 範囲

Gain（ゲイン） dB -20.00 ～ +20.00

Freq（フリーケ
ンシー）

Hertz 20 ～ 20,000

Bandwidth（バ
ンド幅）

Octaves 0.01 ～ 3.00

オフ

オン
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の問題は、代りにレベラー（後述）を使用
することにより解決する場合があります。
ゲイン（Gain）ノブは、コンプレッサ全体
のアウトプットレベルをコントロールしま
す。（ポストプロセッシング）レベルメー
ター（Level）は、コンプレッサー前のイン
プットシグナルのレベルを表示します。
（図 7-4 参照）選択されたモードにより、
ピークレベル、または RMSレベルのどちら
かを表示します。

Gain reduction（ゲインリダクション）メーター
Gain reduction（ゲインリダクション）レベ
ルメーター（図 7-4 参照）では、コンプ
レッサーが実行しているシグナル減衰の量
を表示します。

RMS モード
コンプレッサーには、ピーク（初期モード）
と RMSモードの二種類のモードがありま
す。RMSモードでは、インプットのレベル
計算に RMS値を使用します。ピークモード
では、インプットのレベル計算にシグナル
ピークを使用します。RMSモードのサイド
チェイン認識機能では、シグナルレベルの
平均値を監視する為、シグナルピークを認
識しません。通常、ピークモードはドラム、
パーカッション等、変化の激しい素材に使
用します。

レベルメーターでは、選択されたモードに
より、ピークレベル、または RMSレベルの
どちらかを表示します。

Leveler（レベラー）
Leveler ™（レベラー：図 7-5 参照）では、 独
自のオートマティックゲインコントロール
（AGC）で有名な Teletronix ™ LA-2A® オプ
ティカルコンプレッサーをモデルにしてい
ます。

図7-5: 4 レベラー。

レベラーは、メインミックスバスとグループ
バスで使用できます。（リバーブバスを含む）

オプティカルコンプレッサーのモデル
オプティカルレベリングアンプリファイ
ヤーデバイスは、フォトレジスタを照らす
光と同様の原理で働きます。光源の強度は
音声信号に比例し、フォトレジスタの抵抗
は光源の強度に半比例します。フォトレジ
スタは、光源の強度の高まりには非常に早
く反応する反面、強度の弱まりにはゆっく
りと反応する為、オプティカルレベリング
アンプリファイヤーデバイスでは比較的高
めのシグナルレベルを保つことができます。

光源を利用したオートマティックゲインコント
ロール
LA-2A のオートマティックゲインコント
ロール（AGC）サーキットでは、ビンテージ
オプトカプラー（モデルナンバー T4）を使
用しています。T4にはエレクトロルミネセ
ントパネル（ELP）とフォトレジスタがあ
り、パネルの放出で抵抗を調節します。ELP
のコンデンサーは、二つの絶縁体電極の間
で挟まれた燐光性の非常に薄い材料から成
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ります。電極の一つを透明にすることによ
り、光を透過させます。残念なことに、こ
れらのデバイスを起動するには高い電圧が
必要で、高電圧を取り扱うことができる真
空管でその性能を最も発揮します。

レスポンスの特性
光が無くなると、フォトレジスタは徐々に
元の状態に戻ります。元に戻る際のディケ
イカーブは、光源の強さや光源を受けてい
た長さにより変化します。一般的に大きな
プログラムはリリースを遅くし、リリース
が 1分を超える場合もあります。この種の
デバイスでは、コンプレッションレシオ、
アタック、リリース、スレッショルド等、
通常の概念には当てはまりません。光源の
強度は、非常に複雑な統計力学のアルゴリ
ズムに基づいたインプットシグナル、AGC
サーキット、ELP の相互作用により決定さ
れます。レベラーの効果は非常に音楽的で、
同じ素材へ適用した場合でも、状況により
異なった効果を得ることができます。また、
同じ RMSレベルでもインプットシグナルが
異なる場合、かなり違ったレベル結果を得
ることがあります。

このような自動調整機能を持つオプティカ
ルコンプレッサーは、ボーカルをスムーズ
に調整、ベースやギター、フルミックスの
調整に最大限にその効果を発揮し、ダイナ
ミクスを損なわずに作業を行うことができ
ます。

レベラーのオン /オフ
レベラーをオンにした場合、LA-2A 実機と
同様、シグナルのプロセスを開始するまで
に若干の時間を要します。

Gain Reduction（ゲインリダクション）メーター
Gain Reduction（ゲインリダクション）メー
ター（図 7-5 参照）では、AGCモデルに送信
するシグナルの強さをコントロールします。

Makeup Gain（ゲイン補充）
Makeup gain（ゲイン補充）ノブ（図 7-5 参
照）では、アウトプットのゲインリダク
ションを補充します。

Limit（リミット）ボタン
Limit ボタン（図 7-5 参照）は、オリジナル
LA-2A の Limit/Compress モードの切り替え
と同じ働きをします。Limit ボタンを選択す
ると、コンプレッサーより少しだけリミッ
ターに近くなります。このスイッチは、AGC
モデルへのインプットレベルを上げ、減衰
を少しだけ減らします。

Reverb（リバーブ）
オン /オフボタン（図 7-6 参照）で、リ
バーブのオン /オフを切り替えます。リ
バーブでは、DSP のリソースを消費する為、
リバーブを使用しない場合には必ずオフに
しましょう。

図7-6: リバーブ。

インプット、グループのシグナルをリバーブプロ
セッサへルーティング
リバーブプロセッサは、独立したユニット
でステレオリバーブを供給します。イン
プットチャンネルやグループバスのリバー
ブセンドからリバーブプロセッサへシグナ
ルのルーティングを行うことができますが、
リバーブへ送信される全てのシグナルは
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マージされ、一括してリバーブを適用する
ことになります。リバーブから送信される
ステレオアウトプットは、リバーブチャン
ネルストリップ（20頁のアイテム #6）メ
インセンドを含んだメインミックスバスに
統括されます。

Reverb Time（リバーブタイム）
Reverb Timeノブ（図 7-6 参照）では、リ
バーブのディケイをコントロールします。設
定範囲は、100ミリセカンド～60秒です。

Predelay（プリディレイ）
Predelay ノブ（図 7-6 参照）では、ドライ
シグナルと最初のイニシャルリフラクショ
ンの間隔をコントロールします。大きな
ルームでは、小さなルームに比べて最初の
イニシャルリフラクションが聴こえるまで
に時間がかかります。この機能は、オリジ
ナルサウンドをより明確にする際に便利な
機能です。例えばボーカルの場合、言葉を
発音した後にイニシャルリフラクションを
合わせることにより、言葉を明確にするこ
とができます。

Spread（スプレッド）
Spread ノブ（図 7-6 参照）では、 リバーブ
のステレオイメージ幅をコントロールしま
す。12時位置でモノイメージを、右一杯に
回すとステレオイメージを、左一杯に回す
と左右を入れ替えたステレオイメージを供
給します。

ハイ、ミッドフリーケンシーバンド
High/Mid フリーケンシーバンドノブ（図 7-
6 参照）では、各周波数帯の最低フリーケン
シー値を設定します。High フリーケンシー
バンドノブで設定した周波数がハイフリー
ケンシーバンドの最低周波数となり、Mid
フリーケンシーバンドノブで設定した周波
数がミッドフリーケンシーバンドの最低周
波数となります。Ratio ノブでは、各周波数
帯に適用するリバーブタイムの割合を設定
します。 適用するリバーブタイムの割合は、
先に設定した Reverb Time ノブの値を基に
します。

DSP Usage（DSP 使用量）
DSP Usage メーター（17頁のアイテム
#26）では、ミキシングやエフェクトプロ
セッシングでミキサーが使用している DSP
の使用量を表示します。

v ステレオチャンネルストリップのHPFと
EQは、他のエフェクトとは異なり、モノ
チャンネルの 2倍の DSP リソースを必要と
します。
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第 8章 ネットワーク

オーバービュー
Stage-B16 の Audio Video Bridging（AVB）
ネットワークポートは、オーディオネット
ワークシステムのカスタマイズ、及び大幅
な拡張の可能性を供給します。

AVB について  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
MOTUの AVB インプリメンテーション . . . . . . 68
ネットワーク例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ネットワーククイックガイド  . . . . . . . . . . . . . . . 70
MOTU AVB インターフェイスのネットワーク設
定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
オーディオをネットワークストリームへマッピン
グ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
コンピュータチャンネルをネットワークストリー
ムにマッピング. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ethernet へのブリッジ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
MOTU AVB スイッチ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
AVB について
Audio Video Bridging（AVB）は、 IEEE 
（802.1 スタンダード委員会）による
Ethernet スタンダードの拡張規格で、ハイ
パフォーマンスなオーディオ、及びビデオ
ネットワークを追加します。AVB の実現に
より、ネットワークテクノロジーとハイエ
ンドなオーディオ機能を統合しました。

AVB の利点：

• オープンな業界スタンダード ̶ IEEE 開発
AVB は、インターナショナルスタンダード
な規格です。特定の会社による専有性はあ
りません。

• チャンネル数 ̶ AVB では、数百ものネッ
トワークチャンネルを供給します。

• 極端に低いレイテンシー ̶ AVB では、極
端に低いレイテンシーでリアルタイムなパ
フォーマンスに対応します。

• クオリティオブサービス保証（QoS）̶ 
AVB のストリームリザベーションプロトコ
ルでは、各オーディオストリームのクオリ
ティオブサービスを保証します。ネット
ワーク上で各サンプルの 1ビットでも正し
く保持できない場合は、ネットワークコネ
クション自体を認めません。AVB ストリー
ムは、そのパフォーマンスを保持するため
にその他のネットワークトラフィックより
優先します。

• ネットワーク全体のクロッキングと同期 
̶ ネットワーク上の AVB 機器のクロックを
統合し、サンプルアキュレートよりも正確
なフェーズロックを確立します。タイミン
グの正確さはナノセカンドレベルです。

• 真のプラグアンドプレイオペレーション 
̶ AVB は自動機器認識、配置、及び接続管
理の実現を目的とした全く新しい設計です。
Stage-B16 をスタンダードな AVB スイッチ
へ接続するだけで、簡単に機器の準備が整
います。オーディオストリームを使用し、
メディアクロックの選択を行うには、ウェ
ブアプリケーション、またはその他の AVB
コントローラーを使用します。AVB ネット
ワークの設定に IT 専門家は必要ありませ
ん。AVB はセルフマネージングネットワー
クプロトコルです。

• スタンダード Ethernet へのブリッジ ̶ 
AVB はスタンダードな Ethernet ネットワー
クに協調し、ワイヤレスルーター、スイッ
チ、AVB 非対応機器等の一般的な Ethernet
機器へ接続できます。
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• 既存ネットワークインフラへの対応̶ 既存
スイッチをAVB対応スイッチへ交換すること
により、CAT-5e、またはCAT-6ケーブルで接
続されたインフラをAVB対応にします。

• 長いケーブル対応 ̶一つの AVB ネット
ワークの接続には、最大 100ｍの CAT-5e、
または CAT-6 ケーブル（スタンダードな銅
線）を使用できます。ファイバーオプ
ティックケーブルを使用すると、もっと長
い接続を行うことができます。複数のス
イッチを使用すると、非常に大きなエリア
を網羅するネットワークを構築することも
できます。AVB ネットワークでは、最大 7
つのスイッチトゥスイッチコネクションを
経由することが可能です。

• AVB対応Mac ̶ Apple社は既に全ての現行
バージョンのMacでAVBに対応しています。
Stage-B16をMacのAVB対応Ethernet ポート
に接続することにより、スタンダードなAVB
オーディオインターフェイスとしてご使用い
ただけます。

MOTUの AVB インプリメンテーション 
MOTU では、 MOTU AVB 製品開発に際して
IEEE 802.1 AVB スタンダード規格に対応し
ました。その為、MOTU製品とサードパー
ティ社製の AVB 対応機器との相互運用が可
能になりました。また、AVB で最適なパ
フォーマンスを得るために、MOTUは AVB
機器間の操作を AVB 規格に沿って最適化し
ました。

MOTU AVB 機器をネットワークで使用した
場合の利点：

• 256 チャンネルホスト I/O ̶ Thunderbolt
経由では、各MOTU AVB インターフェイス
は 256 チャンネルのオーディオ I/O を同時
に取り扱うことができます。（128 イン /
128 アウト）

• 複数のコンピュータホスト対応 ̶ 全ての
コンピュータと全てのネットワーク機器を
同期しながら同時に起動し、ネットワーク
のマスタークロックへ同期します。

• ギガビットEthernet ̶  MOTU AVBスイッチ
は、1 ギガビットEthernetパフォーマンス対
応です。

• 500 チャンネルを超えるネットワーク
オーディオ̶ MOTU の AVB ネットワーク
では、500 チャンネルを超えるオーディオ
ストリームを取り扱うことができます。各
MOTU AVB インターフェイスでは、16 の 8
チャンネルネットワークストリームを送信
しながら、16の 8チャンネルネットワーク
ストリームを受信することができます。

• 非常に低いネットワークレイテンシー̶
スタンダードな AVB ネットワークレイテン
シーは 2ミリセカンドです。MOTU AVB の
ネットワークレイテンシーは非常に低く、7
台のスイッチと数百メートルのケーブルを
使用した拡張ネットワークでもわずか 0.6
ミリセカンドです。他社のシステムでは、 占
有オーディオネットワークプロトコルでも
約 2-5 ミリセカンドのネットワークレイテ
ンシーです。

• スターコンフィギュレーション ̶ MOTU 
AVB は、スターネットワークコンフィギュ
レーション対応です。

• ウェブインターフェイス ̶ MOTU AVB イ
ンターフェイスは、ネットワーク上のラッ
プトップ、タブレット、スマートフォンの
ブラウザで起動したMOTU AVB Control
ウェブアプリケーションからコントロール
できます。ウェブアプリケーションのコン
トロールには AVB とネットワークを共有し
ますが、AVB のオーディオストリームのパ
フォーマンスには影響しません。
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• スタンダードな Ethernet へのブリッジ ̶ 
MOTU AVB スイッチは、ローカル Ethernet
やWi-Fi ネットワーク等への接続を行うスタ
ンダードな Ethernet ポートを供給します。

ネットワーク例
MOTU AVB インターフェイスシステムで 2
台目のMOTUインターフェイスを使用して
システムの I/O を拡張する場合、ネット
ワーク関連の設定が必要になります。（「2台
のインターフェイスの設定」：34頁をお読
みください。）

パーソナルスタジオの拡張
例えば、コンピュータ横のラックに Stage-
B16 があり、部屋の反対側にある 8本のマ
イクをセットしたドラムセットの横に 8M
インターフェイスを配置し、これらの 2台
のインターフェイスをネットワークケーブ
ルで繋ぎます。2台のインターフェイスはそ
の距離にも関わらず、一つのシステムとし
てコンピュータや iPad からコントロールす
ることができます。

スタジオインストレーション
3 ～ 5台のインターフェイスによるスタジ
オインストレーションは、1台のMOTU 
AVB スイッチで取り扱うことができます。
詳しい説明は、「3～ 5台のインターフェイ
スの設定」：35頁をお読みください。

ネットワークシステムは、各インターフェ
イスの配置場所を選ばないため、このよう
なスタジオインストレーションには理想的
な環境だと言えます。その上、ケーブルの
配線も単純化でき、費用も安く抑えること
ができます。全ての I/O へコンピュータか
らアクセスできるだけではなく、システム
全体の全てのインプットから全てのアウト
プットへオーディオのルーティングもニア
ゼロレイテンシーで自由に行うことができ

ます。また、一つのコンピュータからその
他のコンピュータへも非常に低いレイテン
シーでルーティングを行うこともできます。

インターフェイス別用途例：

大きなスタジオ施設
大きなスタジオ施設では、複数の部屋や上下
階の部屋にわたって、複数のコンピュータを
含んだ大規模なスタジオオーディオネット
ワークシステムを構築し、施設内のどこから
でもWi-Fi 経由でそのシステムをコントロー
ルすることができます。全てのコンピュータ
と機器はネットワーク内のどこからでも見る
ことができ、お互いに直接接続された2台の
機器間のオーディオのストリームもニアゼロ
レイテンシーで実行します。

コンサートシステム
コンサートのシステムには柔軟性が求めら
れます。AVB ネットワークシステムはモ
ジュールで構築するため、状況に応じたシ
ステム構築を簡単に実現します。システム
内の機器は、自由にオン /オフでき、オー
ディオストリームの再ルーティングも思い
のままです。

インター
フェイス

設置場所 用途例

16A コントロー
ルルーム

コントロールルームの汎用 I/
O。メインスピーカー等に出
力。

1248 アイソブー
ス

アイソブース内のローカルマ
イクやインターフェイス I/O。

Stage-B1
6

スタジオ
ルーム

ローカルなマイクインプット
システム、及び演奏者用モニ
ターシステム。

8M スタジオ
ルームのド
ラムキット

ドラムキット専用マイク。（8
本）

24Ai マシンルー
ム

ラックに収納された機器用の
アナログ I/O とパッチベイ。
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MOTU AVBネットワークではスターコンフィ
ギュレーションに対応しています。そのため、
バックアップコンピュータの再生システムも
共有するネットワークに設定することができ
ます。例えば本番最中に1台のコンピュータ
がダウンした場合でも、即座にバックアップ
システムを同じネットワーク内でオンライン
にすることができます。

ライブパフォーマンスのセットアップでは、
ハウスミキシング、モニターミキシング、
コンピュータバックライン、その他のシス
テムに、異なるドメインを使用するのが一
般的です。MOTU AVB ネットワークシステ
ムでは、必要な全てのセットアップを同一
ネットワーク上に置くことができ、同一
ネットワーク上に置くことにより、リソー
スの共有やミキシング /ルーティングの可
能性を大きく広げます。MOTU AVB ネット
ワークシステムではオーディオを 8チャン
ネル単位で取り扱い、大きなシステムの管
理をより簡単にします。MOTU AVB システ
ムの非常に低いレイテンシーは、大きなシ
ステム構築の要となります。

広範囲なオーディオストリーム
MOTU AVB システムは、長いケーブルと業
界スタンダードなネットワークインフラス
トラクチャが必要なアリーナ、スタジアム、
テーマパーク、カジノ、教会、館内放送施
設、学校等の大規模な商業施設のシステム
構築も取り扱います。最大 7台のスイッチ
を経由して送受信する長距離オーディオス
トリームも、サブミリセカンドレベルのレ
イテンシーで実行します。

ネットワーククイックガイド
パワフルなMOTU AVB ネットワーク機能の
設定は簡単です。 以下は、ネットワーク設定
についての説明です。：

ネットワークベーシック
• 最初にネットワーク接続について 34～
36 頁をお読みください。

• ネットワーク接続には、CAT-5e、または
CAT-6（シールド）ケーブルを使用します。
（高品質なケーブルを推奨）

• 一般的な銅線ケーブルの場合は、最大
100ｍまで使用できます。ファイバーオプ
ティックネットワークケーブルでは、より
長いケーブルを使用できます。

AVB スイッチについて
• 3 台以上のインターフェイスを使用する場
合には、AVB 対応スイッチが必要です。
MOTU AVB Switch ™（別売）は、5ポートを
供給します。

v AVB 非対応スイッチは使用できません。

• MOTU AVB インターフェイスは、AVB ス
イッチのNETWORK ポートへ接続します。

• MOTU AVB スイッチを使用する場合、
MOTU インターフェイスを Ethernet ポート
ではなく、5つの AVB NETWORK ポートへ
接続します。Ethernet ポートへはWi-Fi
ルーター、LAN（ローカルエリアネット
ワーク）やコンピュータ（ウェブアプリ
ケーションのみ起動）を接続します。

Wi-Fi ルーター、Ethernet
ハブ / ネットワーク、また

はコンピュータ

MOTU AVB インターフェイス、
または AVB スイッチ

（別売）
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• ネットワーク拡張のためにスイッチを増
やす場合、一つのスイッチから次のスイッ
チへの接続を行います。MOTU AVB スイッ
チでは、この接続に Ethernet ポートではな
く AVB NETWORKポートを使用します。

• スイッチのデイジーチェインは直列で構
築します。この時、ループを作成しないよ
うに注意しましょう。例えば下図のネット
ワークでは、2台のスイッチ間でこれ以上の
接続を行うことはできません。

• AVB オーディオは、7つ以上のスイッチを
経由することはできません。しかし、デイ
ジーチェインを作成することにより、7つ以
上のスイッチを使用することができます。
直列に構築したデイジーチェインのポイン
トが 7つを超えないように注意しましょう。

ネットワーク上のコンピュータ
• ネットワークオペレーションにコン
ピュータは必ずしも必要ありません。iPad、
タブレット、スマートフォンでシステム全
体をコントロールすることができます。

• ネットワークへコンピュータを追加する
には、Thunderbolt 経由でネットワーク内の
インターフェイスへ接続します。
Thunderbolt ポートが無いコンピュータを接
続する場合はUSB を使用します。

• コンピュータは、コンピュータの
Ethernet ポートを介してネットワークへ接
続することができますが、この場合はウェ
ブアプリケーションからのコントロールの
みとなります。（コンピュータとネットワー
ク間のオーディオストリーミングを行うこ
とはできません。）

• ネットワーク上の全てのコンピュータとイ
ンターフェイスは、相互アクセスできます。

• MOTU AVB スイッチは、1ギガビット
AVB 規格を採用しています。スイッチは、
低いレイテンシーを保持しながら多くの
オーディオチャンネルのルーティングを行
うことができます。

MOTU AVB インターフェイスのネットワー
ク設定
各MOTU AVB インターフェイスは、最大
16 の 8チャンネルストリームをネットワー
ク上へ出力することができます。また逆に、
最大 16の 8チャンネルストリームをネット
ワークから “ 聴く ” こともできます。

ネットワークの設定：

1 MOTU AVB Control ウェブアプリケーショ
ンで設定する機器を選択する （12 頁のアイ
テム #1）

2 Device タブ（12 頁のアイテム #5）の 
AVB Stream Setup セクション（13 頁のアイ
テム #19）でストリームに必要な数の 8
チャンネルインプット、及びアウトプット
数を入力する

3 AVB Stream Connections セクション（13
頁のアイテム #20）でバンク毎に聴きたい
ネットワークストリームを選択する

4 Routing タブを開き、I/O チャンネルの
マッピングを設定する（後述）

A

B

C

D

E

F

G
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オーディオをネットワークストリームへ
マッピング
機器の AVB ストリームの設定（前述）後は、
Routing タブ（14頁参照） でオーディオ
チャンネルからネットワークインプット、
アウトプットストリームへのマッピングを
行います。

インプットストリーム（ネットワークから
来るシグナル）は、ルーティンググリッド
上部の横列に表示されます。インプットス
トリームと 送信先（機器のアウトプット、
接続されたコンピュータのチャンネル、ミ
キサーチャンネル等）が交差するグリッド
を選択します。

アウトプットストリーム（ネットワーク上
へ放送するシグナル）は、ルーティンググ
リッド左部の縦列に表示されます。アウト
プットストリームとそのソース（インター
フェイスのインプット、コンピュータから
のチャンネル、本体ミキサーからのチャン
ネル等）が交差するグリッドを選択します。

コンピュータチャンネルをネットワークス
トリームにマッピング
ホストコンピュータがMOTU AVB インター
フェイスに接続（USB 経由）されている場
合、ネットワークインプット /アウトプッ
トのストリームは、前述の方法で設定する
ことができます。AVB ストリーム機能を有
効にした後、ルーティンググリッドでコン
ピュータチャンネルへマッピングします。

マッピング中にコンピュータチャンネルが
不足した場合は、Device タブの Computer 
Setup セクション（13頁のアイテム #25）
で設定数を増やします。コンピュータが
Thunderbolt 経由でMOTUインターフェイ
ス（要 Thunderbolt 対応機種）に接続され
ている場合、最大 128 チャンネルのイン
プットとアウトプットを使用できます。コ
ンピュータが USB 経由で接続されている場
合は、最大チャンネル数はサンプルレート
等のその他の状況に準じます。

Ethernet へのブリッジ
MOTU AVB スイッチの Ethernet ポートは、 
以下のようなスタンダードネットワーク機
器への接続を行います。：

• Wi-Fi ルーター

• ローカルホーム、スタジオ、オフィス
ネットワーク等に接続された Ethernet ハブ、
またはスイッチ

• その他のスタンダードネットワーク機器

MOTU AVB スイッチ
MOTU AVB ネットワークの要はMOTU AVB
スイッチ（別売）MOTU AVB スイッチにつ
いての詳しい説明は、以下の URL でご覧い
ただけます。

www.motu.com/products/avb/avb-switch.



Part 3
Appendices





75

付録 A トラブルシューティング

MOTUインターフェイスの全て、または一
部のインプット /アウトプットをホスト
オーディオソフトウェアで使用できない

Device タブ（「Device タブ」：12頁をお読み
ください。）でインプット、及びアウトプッ
トが有効になっていることを確認後、
Routing タブ（「Routing タブ」：14頁をお読
みください。）でコンピュータから /への
ルーティングを作成します。詳しい説明は、
「ホストオーディオソフトウェアへインプッ
ト /アウトプットを開放」：54頁をお読み
ください。

インターフェイスでオーディオインプット、
及びアウトプットが確認できない

ユニットのサンプルレートが安定している
ことを確認します。（サンプルレートが正し
く認識できていない場合、ライトが点滅し
ます。）外部クロックソースが認識できない
場合には、ユニットのサンプルレートを一
度 “Internal” にしてオーディオ機能が正しく
機能していることを確認します。

MOTU AVB インターフェイスからコン
ピュータのオーディオアウトプットが聴こ
えない

コンピュータのシステム環境設定にあるサ
ウンド設定で Stage-B16 が出力装置に設定
されていることを確認します。殆どのアプ
リケーションでは最初の 2チャンネルをア
ウトプットチャンネルとして使用します。
Routing タブで From Computer 1/2 がユ
ニットのアウトプット（Phones 1-2 や
Analog 1-2 等）にマッピングされているこ
とを確認します。

ライブインプットのモニター方法は？

使用するホストアプリケーションの説明書を
参照ください。ホストアプリケーションがイ
ンプットモニタリング機能に対応していない
場合は、Stage-B16のミキサー機能を使用し
ます。詳しい説明は、「Stage-B16経由のモニ
タリング」：57頁をお読みください。

モニタリングレイテンシーを減らすには？

「レイテンシーを減らす」：57頁をお読みく
ださい。

Routing タブ（14頁参照）に表示されない
インプット /アウトプットがあります。

Routing タブには、Device タブ（12頁参照）
で有効になったインプット /アウトプット
バンクを表示します。必要なインプット /
アウトプットが Device タブで有効になって
いることを確認します。DSP リソースや表
示スペースを確保するために、不必要なイ
ンプット /アウトプットは、無効にするこ
とをお勧めします。

“Could not enable this effect because DSP is 
overloaded” エラーが表示されます。

使用していないその他のエフェクトを無効
にする、またはミキサーインプット数を減
らして DSP リソースを確保します。DSP リ
ソースを確保するには、Device タブ（12頁
参照）で不必要なインプット /アウトプッ
トバンクを無効にします。
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ファクトリープリセットを消してしまいま
した。復元方法は？

Device タブ（13頁参照）の Restore Factory 
Presets ボタンをクリックします。

本体を初期状態に戻すには？

PHONES ノブを 5秒間押し続け、LED が点
滅したら、PHONES ノブを左右のどちらか
へ 1クリック回します。

クリックやポップ音の発生（ハードディス
クドライブ関連）

クロックの設定を確認したにも関わらず、
クリックやポップ音の発生を解決できない
場合には、オーディオを録音しているハー
ドディスクドライブの問題が考えられます。
クロックを “Internal” に設定した後、Stage-
B16 のアナログインプット /アウトプット
だけを使用して、オーディオの録音を行っ
てみましょう。ハードディスクドライブの
フラグメントがひどい場合や、ハードディ
スクドライブの仕様が古い場合等には、ク
リックやポップ音発生の原因となります。

作業中の機器の接続と電源のオン /オフ

オーディオの録音 /再生中に、Stage-B16 へ
機器の接続 /接続解除や、Stage-B16 に接続
された機器の電源のオン /オフは絶対に行
わないでください。

カスタマーサポート
ユーザー登録がお済みの方は、MOTU社のカ
スタマーサポートサービスを受けることがで
きます。登録がまだお済みでない方は、登録
カードにご記入の上当社宛に返送、または
MOTU.comでご登録（オンライン）をお願
いいたします。登録完了後、お客様の名前は
当社のユーザーリストに掲載されます。

テクニカルサポート
日本語によるテクニカルサポートサービス：

• 電話番号：
国際電話認識番号 -1-617-864-2676　（日本
時間の火曜日～土曜日　午前 8時～午後 1
時）

• 電子メールアドレス：
techsupport-j@motu.com

• ウェブサイト：www.motu.com/support

MOTU 社のテクニカルサポートサービスを
お受けになる際は、素早く問題を解決する
ために下記のものをお手元にご用意下さ
い。：

• MOTU 機器のシリアルナンバー：シリア
ルナンバーは本体の底に記されています。
シリアルナンバーの提示が無い場合は、テ
クニカルサポートサービスを受けることは
できません。

• 問題点の概要：できる限り詳しい状況を
お知らせください。（問題が発生する手順、
使用する機器、エラーメッセージ、使用す
るシステムの種類、どのような状況で問題
が起きるか等）

http://www.motu.com
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• マニュアルのページ：問題が起きた状況
で参照していたマニュアルの箇所。

• 使用しているコンピュータの種類、シス
テムソフトウェアの種類とバージョンナン
バー。

MOTU 社の日本語テクニカルサポートでは、
ご質問だけではなく、ソフトウェアやマ
ニュアルに関してのご意見、ご希望なども
幅広く承りますので、お気軽にご相談くだ
さい。

MOTU 社では、開発中のバージョンでの新
しい機能についてや、その発表時期などを、
テクニカルサポートラインでお知らせする
ことはできません。お知らせをお客様の元
に正しくお届けするためにも、お客様のご
住所が変更になりましたら、忘れずに
MOTU 社へもお知らせください。
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付録 B オーディオ規格

ラインアウト

コネクタタイプ XLR メス バランス、ピン 2ホット

アウトプットインピーダンス 100 ohm Per leg 

ダイナミックレンジ 123 dB A ウエイト

THD+N -110 dB (0.0003%) -1 dBFS、アンウエイト、1 kHz 

フリーケンシーレスポンス +0、-0.1 dB、20 Hz/20 kHz Ref. 1 kHz 

最大レベルアウト +20 dBu

トリムレンジ 24 dB  -4 dBu ～ +20 dBu（1 dB 単位）

マイクイン  

コネクタタイプ XLR オス バランス、ピン 2ホット

インピーダンスロード 3k ohm、4.5k（パッド時）

パッド -20 dB、チャンネル毎のスイッチ  

ファンタムパワー +48v、チャンネル毎のスイッチ DIN 45596 / IEC 61938-P48

EIN -128 dBu、20 ‒ 20 kHz Rs = 150 ohm

ダイナミックレンジ 117 dB A ウエイト

THD+N -110 dB (0.0003%) -1 dBFS、アンウエイト、1 kHz 

フリーケンシーレスポンス +0、 -0.1 dB、20 Hz/20 kHz Ref. 1 kHz 

最大レベルイン +24 dBu パッド時

トリムレンジ 63 dB 0 ～ +63 dB（1 dB 単位）

フォーン  

コネクタタイプ 1/4” メス、TRS ステレオ チップ左、リング右

ダイナミックレンジ 112 dB A ウエイト

THD+N -94 dB アンウエイト

フリーケンシーレスポンス +0、-0.15 dB、22 Hz/20 kHz Ref. 1 kHz 

ドライブ 最大 80 mw 16/32/55 ohms 

トリムレンジ 128 dB 0 ～ -127 dB：ミュート（1 dB 単位）

電源  

コネクタタイプ IEC 3-conductor receptacle  AC メインコネクション

コンフィギュレーション 内蔵、ユニバーサル  

パワーインプット 100 V ～ 240 V、 50 Hz/60 Hz

使用量 35 ワット
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付録 C ミキサー設計図

モノインプットチャンネル



Appendix C: ミキサー設計図
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ステレオインプットチャンネル

+



Appendix C: ミキサー設計図
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グループバス

+



Appendix C: ミキサー設計図
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モニターバス

+
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付録 D ファームウェアの更新

MOTU 社では、Stage-B16 のファームウェ
ア更新を定期的に行っています。ファーム
ウェア更新には、バグの修復や新機能、新
システムへの対応等を含みます。

ファームウェア更新は、MOTU社のサー
バーで公開されます。インターネットに接
続されたコンピュータやWi-Fi 機器では、更
新が可能になるとMOTU AVB Control アプ
リケーションが知らせます。また、
motu.com/avb でファームウェアの最新バー
ジョン情報を確認することもできます。

ネットワークケーブルによる接続必須
ファームウェア更新には、ネットワーク
ケーブルの接続が必要です。以下の方法で、
Stage-B16 ネットワークポートのスタンダー
ド CAT-5/CAT-6 ネットワークケーブル接続
を行います。：

• コンピュータのネットワークポート（ま
たは Thunderbolt トゥ Ethernet アダプタ）
へ接続

• インターネットアクセス可能なホーム、
スタジオ、オフィスネットワークへ接続

• Ethernet ポート経由でオフィスネット
ワークへ接続したMOTU AVB スイッチの
AVB ポートへ接続

インターネット経由で更新
インターネット経由で更新：

1 コンピュータや iPad/iPhone 等でMOTU 
AVB Control ウェブアプリケーションを起動
する

v ブラウザの読み込みに問題がある場合に
は、「ネットワークコミュニケーションの確
立」：86頁をお読みください。

2 Device タブを開く

3 New Update Available セクション（図 D-1
参照） のMore Info ボタンをクリックする

4 OK ボタンをクリックして更新作業を開始
する

5 更新作業の終了を待ち、OKボタンをク
リックして Device タブ表示に戻る

オフライン環境で更新
Stage-B16（及び、接続されたコンピュー
タ）がインターネット環境にない場合には、
ファームウェア更新ファイルをMOTUウェ
ブサイトより入手し、このファイルを使用
して Stage-B16 のファームウェアを更新し
ます。：

図D-1: 新しいファームウェアが公開されると、Device タブにその情報を自動的に表示します。
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1 ファームウェア更新ファイルをダウン
ロードする

2 ダウンロードしたファームウェア更新
ファイルを Stage-B16 が接続されたコン
ピュータへコピーする

3 MOTU AVB Control ウェブアプリケーショ
ンを起動する

v ブラウザの読み込みに問題がある場合に
は、「ネットワークコミュニケーションの確
立」：86頁をお読みください。

4 Device タブを開く

5 Update from File ボタンをクリックする

6 ダウンロードしたファームウェア更新
ファイルを指定してOKボタンをクリックす
る

7 更新作業の終了を待ち、OKボタンをク
リックして Device タブ表示に戻る

ネットワークコミュニケーションの確立
ファームウェアの更新を行う際には、ウェ
ブアプリケーションが、Stage-B16 の IP ア
ドレス、または .local アドレスを使用して
Stage-B16 とコミュニケーションを図ってい
ることを確認します。ブラウザのURL に、
192.168.3.196 や http://1248.local/ の様な
アドレスが表示されていることを確認しま
す。（http://localhost:1280 表示は、USB 経

由でコミュニケーションを図っていること
を表します。）URL が正しくない場合には、
ブラウザを一度終了した後、Discovery App
のメニューから再度ブラウザを開きます。
ネットワークコミュニケーションが正しく
確立されると、Discovery App メニューがイ
ンターフェイスアイコンに変わります。
（ラップトップアイコンが表示される場合
は、コミュニケーションが USB、または
Thunderbolt 経由であることを表します。）
Windows 環境では、Stage-B16 の ID ボタン
で本体の IP アドレスを表示し、その IP アド
レスをブラウザに入力します。

ファームウェアバージョンの確認
ファームウェアのバージョンは、Device タ
ブの下部で確認できます。（図 D-2 参照）

ファームウェア更新時のネットワークケーブルの
必要性
ファームウェアの更新作業は、Ethernet 接
続を前提に設計されています。複数台を
ネットワークで接続している場合、ローカ
ルネットワーク経由でファームウェアの更
新を実行することができます。

エンジニアリングの観点からもこの方法は
非常に重要で、更新作業時には、電力喪失
等の不測の事態に備えてリカバリーパー
ティションで起動します。また、
Thunderbolt や USB チップへの更新も行う
為、これらのポートを更新に使用すること
はできません。

図D-2: 現在のファームウェア バージョン表示。
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付録 E OSC 対応

Open Sound Control（OSC） は、最新ネット
ワーキングテクノロジーに対応したコン
ピュータやその他のマルチメディア機器で
使用されるコミュニケーションプロトコル
です。

MOTU AVBオーディオインターフェイスは、 
OSC 対応機器です。OSC 対応コントロー
ラーからMOTU AVB オーディオインター
フェイスの全ての機器設定、及びミキサー
コントロールをリモートコントロールする
ことができます。

OSC によるリモートコントロールについて
の詳しい説明やMOTU AVB OSC API の詳細
は、以下を参照ください。：

http://www.motu.com/avb#avb-osc-support
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付録 F ラックマウントブラケットとハンドル

Stage-B16 には、ラック（19インチ）マウ
ント用ブラケットとハンドルが付属します。
（図 F-1 参照） 

v ブラケットを装着していない Stage-B16
へハンドルを取り付けないでください。

Stage-B16 付属物：

• 2：ラックマウント用ブラケット

• 2：ハンドル

• 4：3/4 インチ #6-32 スレッドソケット
ヘッドネジ

• 4：1/2 インチ #6-32 スレッドソケット
ヘッドネジ

• 4：1/4 インチ #6-32 スレッドソケット
ヘッドネジ

• 1：7/64th インチアレンレンチ

図F-2: ハンドルを装備しないラックマウントブラケットの装
着には 1/2 インチネジを使用します。

図F-3: ラックマウントブラケットとハンドルの両方を装着す
るには 3/4 インチネジを使用します。

図 F-1: ラックマウント用ブラケットとハンドルを装備した Stage-B16。

ハンドル ラックマウント用
ブラケット

ソケットヘッド
ネジ

1/2 インチネジ

3/4 インチネジ



Appendix F: ラックマウントブラケットとハンドル
90

図F-4: ラックマウントブラケットとハンドルの両方を装着し
ない場合には、1/4 インチネジで本体ネジ穴を隠します。

1/4インチネジ
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4 バンド EQ 62

A
Ableton Live 53, 57
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Apple
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Logic Pro 57
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Audio interface 8
Audio MIDI 設定ユーティリティ 29
AudioDesk 23, 31, 53, 57
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Discovery app 28
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インプット /アウトプット 13
インプット /アウトプットバン

ク 13
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ペレーション 22
オーバービュー 67
スイッチ

設定 35, 40
ストリーム（Routing タブ） 14
ストリーム接続 13
ストリーム設定 13
ネットワーク 67‐72

AVB Control ウェブアプリケーション 
7, 11‐20

Aux Mixing タブ 16
Device タブ 12, 13
Mixing タブ 15
Routing タブ 14
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Pro Tools 57

C
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Cockos Reaper 57
Control Panel 59
Core Audio ドライバ 56
CoreMIDI

Audio MIDI 設定 29
利点 29

Cubase 53, 57
クロックソース 53
サンプルレート 53

D
Device tab 12, 13
Digital Performer 53, 57
DSP

エフェクト 61
使用量 66
メーター 66
リソース 66

DSP 使用量 17

E
EQ 62

Q 63
オン / オフ 62
ゲイン 63
フィルタータイプ 63
フリーケンシー 63

Ethernet
接続 39

F
Firefox 11

G
Garage Band 57
GarageBand 53

クロックソース 53
サンプルレート 53

I
ID ノブ / ボタン 12
IEEE 802.1 67
Interface + mixer 8
Internet Explorer 11
iPad

クィックスタート 7
IP アドレス 11

L
Leveler 15
Live 57
Live recording with monitor mixing 8
Logic Pro 53, 57
Logic Pro/Express

クロックソース 53
サンプルレート 53

M
Mac OS X 53

インプット /アウトプット名 55
MIDI

Windows ドライバインスト
レーション 29

オーバービュー 23
ジャック 10
接続 42
ソフトウェア設定 29

Mixing タブ 15
MOTU

AudioDesk 57
AVB Control ウェブアプリケー

ション 7, 11‐20
Aux Mixing タブ 16
Device タブ 12, 13
Mixing タブ 15
Routing タブ 14

AVB Discovery app 28
AVB インストーラー 7, 11, 28
AVB スイッチ

設定 35, 40
Digital Performer 57

MOTU AVB
USB ASIO ドライバ 56

MOTU AVB WebUI Setup 29

N
Nuendo 53, 57

クロックソース 53
サンプルレート 53

O
OS X オーディオソフトウェア

クロックソース 53
サンプルレート 53

OSC 87

P
PRE スイッチ 15
Pro Tools 53, 57

Q
Q 63
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R
Reaper 53, 57
Reason 53

Propellerhead Reason 57
Record 53
Routing タブ 14

S
Safari 11
SC ボタン 18
SONAR 53
Soundtrack Pro

クロックソース 53
サンプルレート 53

Stage box 8
Stage box with mixing preset 8
Stage-B16

拡張 34
規格 79
フロントパネル 9
リアパネル 10

Stage-B16
機能概要 21
セットアップ例 41

Stand-alone mixer 8
Steinberg

Cubase 57
Nuendo 57

T
TRS アナログインプット /アウトプッ

ト 42

U
USB

クラスコンプライアント 27
ドライバのインストール 28

USB Streaming Mode 29

V
View Personal Mix 16

W
Wave ドライバ 56
WiFi

設定 40
Windows 53

ショートカット 29
Windows オーディオソフトウェア

クロックソース 53
サンプルレート 53

あ
アウトプット設定 12
アウトプットバンク 13
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34
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き
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接続 41
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接続 41
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接続 41
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せ
設計図 81

そ
ソフトウェア
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28
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ネットワーク 67‐72
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パッキングリスト 25
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遅れ 59
パッド 42
パフォーマンス 60

ふ
ファームウェアアップデート 12
ファイルでアップデート 13
ファクトリープリセット 13
ファンタムパワー 42
フォーンアウトプット 9
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EQ 63
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Audio interface 47
Interface + mixer 49
Live recording with monitor 

mixing 50
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Stage box 50

Stage box with mixing 51
Stand-alone mixer 48
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プリディレイ 66
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へ
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ま
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み
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も
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タイム 66
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リモートコントロール（OSC 経由） 
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