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DIGIDOT をお選び頂きありがとうございます！
DiGidot C4 は、この種の LED コントローラーの中では最も先進的で多才なデバイスです。

この多機能デバイスは、技術的に複雑なシステムを作成したりピクセル制御の照明設備を構築することができます。

私達は LED 照明制御において最新のテクノロジーを提供し続けるように努めており、制御プラットフォームを継続的に革新・拡張していきます。

私達はあなたが真に魅力的で革新的なライトアートを作成するために必要な、すべてを提供できていると確信しています。

あなたは自身で手掛けた最終成果を誇りに思いますか？もしそうなら私達と共有してください。私達の製品であなたがどのようなことを成し遂げた

のか、それを見せてもらうことが大好きです！

あなたの DiGidot チーム
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DiGidot C4 は Art-Net、sACN と DMX を様々な SPI プロトコルに変換することで、ピクセル制御の LED 製品をコントロールすることができるユニー

クでパワフルな LED コントローラーです。最大で 8092 の個別チャンネル（DiGidot C4 ライセンスによる）を制御する高い性能を備えています。

内蔵の Web ベースのユーザーインターフェイスによりコンピューターから設定したり、スマートフォンやタブレットの DiGidot C4 アプリケーショ

ンを介して DiGidot C4 コントローラーの設定を行うことも可能です。DiGidot C4 コントローラーは複数を連携させることで、様々な規模のピクセ

ルプロジェクトを制御するための大規模なデバイスネットワークを構築することができます。

はじめに
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製品情報

同梱物　　

C4 Live バージョン

 ▶ DiGidot C4 Live　本体

 ▶ 出力ターミナルコネクター

 ▶ クイックスタートガイド（英語）

 ▶ USB 電源ケーブル

 ▶ RJ45 ネットワークケーブル

C4 Extended バージョン

 ▶ DiGidot C4 Live　本体

 ▶ 出力ターミナルコネクター

 ▶ クイックスタートガイド（英語）

 ▶ DiGidot 8 GB マイクロ SD カード

 ▶ USB 電源ケーブル

 ▶ RJ45 ネットワークケーブル

 ▶ TRRS トリガーケーブル（オプション）

注意：当社の製品については細心の注意を払い製造し、高い品質管理の基準を有しています。しかしながら、同梱物に欠品や

損傷がないか再度確認して頂くことをお勧めします。

同梱物の欠品や損傷があった場合は、すぐに販売代理店までご連絡ください。損傷した製品は決して使用しないでください。
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技術仕様
電気仕様

入力電圧：  5-24V DC

最大消費電力：  5W

アイソレーションクラス： Ⅲ

機械仕様

ケース素材 自消性アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）

外形寸法  153 x 74 x 28 mm | 6.02 x 2.91 x 1.10” (L x W x H)

デバイス重量  140g | 4.93oz

C4 Live パッケージ重量  265g | 9.34oz

C4 Extended パッケージ重量  280g | 19.87oz

取り付け DIN レール、または表面実装

動作環境

動作温度　(Tc)  0 to 50°C | 32 to 122°F

最高周辺温度 (Tamax)  40°C | 104°F

保管温度  -20 to 50°C | -4 to 122°F

最高動作相対湿度  90% ( 屋内専用 )

保護

IP 等級  IP10

電源 逆極性保護

デジタル入力／出力 過電圧保護（最大　24Vdc）

アナログ入力 過電圧保護（最大　12Vdc）

制御

入力プロトコル Art-Net 1,2,3 & 4

sACN

DMX512（2 入力）

DiGidot C4 アプリ

出力プロトコル Art-Net 1, 2, 3 & 4（出力／スルー）

DMX512（2 出力）

DMX TTL（4 出力）

RDM

60+ SPI プロトコル（オンラインの対応 IC リストを確認してください）

UDP（DiGidot C4 Extended のみ）

OSC（DiGidot C4 Extended のみ）

出力チャンネル（4 つの I/O ポート） 最大 8192 Art-Net または sACN チャンネル、または 1.024 DMX チャンネル（ライセンスに依存）

物理ポート制限：4096 チャンネル

イーサネット  RJ45 互換、10/100 Base-TX イーサネット

Wi-Fi（日本国内では使用不可）  10/100 Base イーサネット固定 IP アクセスまたは DHCP

Wi-Fi プロトコル  802.11 b/g/n (HT20)

周波数範囲  2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400M ~ 2483.5M)

送信パワー 最大 +20 dBm

アンテナ 内蔵

Wi-Fi モード クライアント＋アクセスポイント

Wi-Fi セキュリティ  WPA, WPA2

暗号化  WEP/TKIP/AES
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トリガーオプション 最大 3 接点

最大 3 アナログ入力（0-10V, 1-10V, ポテンションメーター 50 k Ω Lin)

オンボード（本体）ボタン

電源投入

内蔵時計

日の出／日の入り

Art-Net、sACN / DMX

HTTP-Get

UDP

JSON

OSC

内部タスク（入力信号の有無、またはシーンが再生中または停止中）

DiGidot C4 ウェブベースユーザーインターフェイス

DiGidot C4 アプリケーション

プログラミングと制御 DiGidot C4 ウェブベースユーザーインターフェイス

DiGidot C4 アプリケーション

様々な種類の Art-Net または sACN ソフトウェア／デバイス

対応ソフトウェアのリストは公式ウエブサイトを参照してください 

www.digidot.eu

接続

ターミナル配線 最大 2.5 mm² (14 AWG)

コネクター 電源：5-24 Vdc 電源ジャック

ネットワーク：RJ45 バス　2 個

IO ポート：6 ピン　入力／出力ターミナルコネクター

トリガー入力：4 ピン 3.5 mm TRRS ミニジャック

品質

保証 1 年間（日本国内）

コンプライアンス  CE, listed under No. 2016/119-1

cETL US, listed under No. 5010008

RoHs
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製品図　　

DiGidot C4　各部の説明

マイクロ SD

アナログジャック

（TRRS）

側面ステータス LED

イーサネットポート

電源ポート

上面ステータス LED

ボタン

入力・出力ポート
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Art-Net、sACN または DMX コントローラーが必要です

DiGicot C4 でライブシステムのセットアップで使用する、またはシーンの記憶を可能にする（DiGidot C4 Extended のみ）ためには、サードパーティー

の Art-Net、sACN または DMX ソフトウェアまたはコンソールが必要です。DiGidot C4 コントローラは、MADRIX、Pharos、ArKaos、 Resolume 

Arena、MadMapper、 POET、grandMA のような様々な種類のプロフェッショナルグレードのソフトウェアやコンソールと一緒に動作することで知

られています。コントロールソフトウェアまたはコンソールが業界標準の Art-Net、sACN または DMX プロトコルを使用していれば、DiGidot C4 コ

ントローラーを制御することができます。

コントロールソフトウェア、DMX、sACN と Art-Net コントロールプラットフォーム

セットアップの工程が完了すると、DiGidot C4 はどのような種類の Art-Net、sACN、DMX ソフトウェア / コンソールでも一緒に使用することがで

きます。DiGidot C4 はソフトウェアまたはコンソールによって、自動的に Art-Net または sACN デバイスとして検出されます。そのようにするため

には、最初に入力・出力構成を完了しておくことが必要です。各 DiGidot C4 はユニキャスティングのために個々の IP アドレスを設定して構成する

必要があります。DiGidot C4 にデバイス名を割り付けることで、簡単に認識することができるようになります。（詳細は、「DiGidot C4 の構成」のチャ

プターを御覧ください。）

対応プロトコル（IC）

DiGidot C4 は 60 以上の「データ」と「クロック＋データ」の SPI プロトコルに対応しています。

対応しているすべてのプロトコルは DiGidot C4 ユーザーインターフェイスで確認することができます。

Home > Settings > In/out configuration > ポートのドロップダウンメニューを選択してプロトコルリストを開いてください。

当社のウェブサイト（https://digidot.eu/digidot-c4）で最新の全対応プロトコル /IC の概要をご確認ください。

より技術的なプロトコル概要とパフォーマンスについては、以下ウェブページへ掲載されている DiGidot C4 パフォーマンスガイドをご確認くださ

い。

https://digidot.eu/support/documentation

主要機能の概要説明

DiGidot C4 は多くの強力な機能を搭載しています。このチャプターではそれらの主要機能がどのように動作するのかを解説します。

60 以上の対応プロトコル

DiGidot C4 は 60 以上の制御プロトコルに対応し、新しい IC も頻繁に追加されます。

最大 16 ユニバースを SPI へ変換 *

DiGidot C4 バージョンとライセンスに応じて最大 16 ユニバース、つまりは 8192 コントロールチャンネルを出力することができます。

オンボード 100Mbit スイッチ

オンボードの 100Mbit スイッチで Art-Net または sACN を入出力することができます。

DMX 入力・出力

4 つの I/O ポートは 1 つまたは 2 つの DMX 入力または出力として構成することができます。この設定は一つを入力、もう一つを出力として使用す

ることも可能です。

I/O ポートは 4 つの DMX TTL として構成することもできます。DiGidot C4 に PxLNet 送信モジュールが接続されている時に DMX TTL は 4 つの DMX

バランス出力に変換することができます。
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IP アドレスフィルター

この機能を利用すると特定の IP アドレスのみを入力として受信するように DiGidot C4 を設定することができます。他の IP アドレスから送信された

信号は無視されます。

Art-Net ルーティング

入力される Art-Net ユニバースを DMX または Art-Net 出力へルーティング（送出）することができます。

信号入力の HTP マージ

DMX と Art-Net またそのどちらだけのように、様々な入力信号を HTP（Highest Takes Precedence：高い値を優先）に従ってマージ（併合）するこ

とができます。

入力・出力信号モニター

モニターは、すべての入力するデータと出力するデータ、同様にフレームレートとネットワーク状態を監視できる強力なツールです。

セグメントの作成

チャンネルまたは LED のセグメントを作成して入力チャンネル数を削減することで、大量のピクセルでシンプルなチェイスエフェクトを作成します。

デイジーチェーン可能（数珠つなぎ）

RJ45 バスを備えた 2 ポートイーサネットスイッチによって DiGidot C4 はデイジーチェーン（数珠つなぎ）にすることが可能です。5 台以上のデバ

イスでデイジーチェーン接続をするとネットワークの遅延を引き起こす可能性があります。そのためネットワーク負荷を分けるためにプロフェッ

ショナルグレードのギガビットスイッチを使用することを推奨します。

内蔵シーンジェネレーター（DiGidot C4 Extended のみ）

ユーザーインターフェイスで単純な固定シーン、またはカラースクロールシーンを生成することができます。それらシーンを保存して様々なトリガー

オプションで活用できます。

Art-Net、sACN または DMX 入力からシーンの記録（DiGidot C4 Extended のみ）

レコーディング機能を使って、Art-Net、sACN または DMX ストリームを記録してレコードされたシーンとして保存することができます。

様々なデジタルまたはアナログ制御入力でシーンをトリガー（DiGidot C4 Extended のみ）

記録されたシーンは非常に多くの種類のアナログとデジタルトリガーによってトリガー実行することができます。0-10V、接点、オンボード押しボ

タン、内蔵時計、HTTP Get、UDP、OSC、Art-Net、sACN、DMX など

内蔵 Wi-Fi（日本国内ではご利用できません）

DiGidot C4 の内蔵 Wi-Fi 機能は、無料の DiGidot アプリまたはウェブインターフェイスによってワイヤレスアクセスする時に便利です。

Wi-Fi はトリガーするためにも使用できます。Art-Net、sACN を Wi-Fi 上で送信することは可能ですが、信頼性はあるものの安定性が無いのでおす

めしません。

※日本国内では Wi-Fi ルーターなどのアクセスポイントを別途用意することでアプリケーションから無線接続することが可能になります。

ガンマ補正

この機能は入力した照明光度、輝度、明るさを補正します。ガンマ補正の量は明るさだけでなくレッド、グリーン、ブルーの比率も変更します。

12 C4 Manual    Version 2.2.0 



調整可能な代替カラー

制御信号が存在しない、または消失した場合にすべての DiGidot C4 に代替カラーを設定することができます。また代替が作動するまでの遅延時間

も設定することが可能です。

オンライン / オフラインファームウェアアップデート

ユーザーインターフェイス内で簡単にできるオンラインアップデートと DiGidot C4 コントローラーがインターネットに接続していない時に利用で

きるオフラインアップデートを提供します。DiGidot C4 ファームウェアは、https://digidot.eu/support/updates からダウンロードできます。ダウ

ンロードリンクを使用してファイルを入手してください。そして、http://10.254.254.254/fwupdate.htm　にアクセスして新しいファームウェアを

アップロードすることができます。URL の「10.254.254.254」は自分の DiGidot C4 デバイスの IP アドレスに変更することもできます。複数のデバ

イスを一度にアップグレードまたはダウングレードすることも可能です。

出力リミッター

出力パワーを予め設定した照度に制限することができます。これを実行するには 2 つの方法があります。

照度リミッター

このオプションは個々ののチャンネルに対して特定のパーセンテージで制限をかけます。つまりすべてのチャンネルまたは LED は決してこ

のパーセンテージを越えないということです。

例：照度リミッターを 50％にすると、個別のチャンネルすべては決して 50％を越えませんが、チャンネルごとの制御範囲はこれまでと同じ

状態を保ちます。事実上、パーセンテージは各チャンネルの入力値に対して適用されます。

アダプティブパワーリミッター

このオプションは合計消費電力を減少させるために、すべて組み合わせたチャンネルの合計平均出力を特定のパーセンテージへ制限します。

個々のチャンネルは最大 100％を出力することができます。

例：パワーを 50％に制限することは、半分のチャンネルは 100％で出力し残りの半分は 0％で出力できることを意味します。あるいはすべて

のチャンネルが 50％で出力します。

すべてのチャンネルを 75％で出力しようと試みた場合、すべてのチャンネルの出力は自動的に合計 50％に制限されます。しかしそれぞれの

相関比率は維持します。

16 ビット調光出力

高解像度の調光が必要で使用する IC が対応している場合ならいつでも、8 ビットから 16 ビット調光に変換するために 2 つの入力チャンネルを 1 つ

の出力チャンネルにまとめることができます。

LED カラー配列の設定

LED 製品が LED チップまたはダイの新しい並びになっていた場合、制御チャンネルの順番をユーザーインターフェイス上で簡単に変更することが

できます。インターフェイスでは選択した IC の初期設定の色順番が使われています。
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設置の前に
DiGidot 製品を設置する前に、以下の安全と設置方法の指示についてよく確認することが重要です。

安全指示　　

 ▶ この製品の設置と使用の前にこのマニュアルをよくお読みください。

 ▶ この説明書は使用するお客様と、設置・使用責任者の手に渡るように確認してください。

 ▶ 地域の電気と安全に関する規則とガイドラインは、常にこのマニュアルよりも優先されます。

 ▶ DiGidot Technologies B.V. は、不適切な取り扱い、製品設置、使用と保管について責任を負わないものとします。

 ▶ 設置作業は電気設備の業務に対して資格があるプロフェッショナル、または認定作業者のみが実施する必要があります。

 ▶ デバイスの修理を行わないでください。（ユーザーが修理可能な内蔵部品はありません。）認められていない修理、および／または製品

の改造をすると保証が無効になります。DiGidot Technologies B.V. はいかなる結果に対しても責任を負いません。

 ▶ この製品の修理は製造業者（DiGidot Technologies B.V）だけが行えます。

 ▶ 設備の修理とメンテナンスは資格がある技術者だけが実施することができます。

 ▶ 高電圧の電気設備で工事を実施する際は必ず主電源との接続を切ってください。さもないと製品に損傷が発生するか人体に危害が及ぶ

可能性があります。

 ▶ このマニュアルに記載されている以外の方法で製品に接続または改造をしないでください。

 ▶ 製品が損傷しているか正常に動作していない場合、明らかな損傷がある、製品から発煙している、パチパチという音 / 焼けるような異音

が聞こえる場合は決して製品を使用しないでください。もしこれらの症状が発生していたら、速やかに販売業者へ連絡してください。

 ▶ DiGidot C4 は低電圧デバイスです。動作電圧は 5-24Vdc のみです。

 ▶ DiGidot C4 へ複数の電源ソースを接続しないでください。（USB または外部電源）外部電源ソースで電源供給をしている時は、USB 電源

コネクターを使用しないでください。それを行うと DiGidot C4 と USB デバイスの双方が損傷する可能性があります。

 ▶ DiGidot C4 は PoE（Power over Ehternet）に対応していません。PoE に接続すると DiGidot C4 の深刻な損傷の原因となることがあります。

DiGidot C4 をネットワークに接続する前に、アクセスポイント、ルーター、ネットワークスイッチの設定で PoE が無効になっているこ

とを確認してください。

 ▶ デバイスの電源を切る唯一の方法は、電源からの接続を切ることです。

 ▶ DiGidot C4 は屋内専用です。（乾燥した環境）雨または湿気に晒されるとコントローラーに深刻な損傷が生じて感電の危険性が高くなる

ことがあります。
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製品登録　　

製品を登録すると、ライセンスとデバイス管理が容易になり、アップグレードプロセスの迅速化とより早い技術サポートが確実となります。

製品の登録をするには、 digidot.eu > ‘My account’ > ‘My Devices’ にアクセスするか、ユーザーインターフェイス内で行う方法があり、それにより便

利なチップス（ヒント）、ニュース、アップデートを受け取り、ライセンス管理を簡単にします。

このページは、それら製品の MAC アドレスによって、および／またはウェブカメラ、スマートデバイスのカメラで QR コードを読み取ることで製

品を認証します。

 ▶ 製品を登録するには、DiGidot アカウントが必要です。

 ▶ もし DiGidot C4 のユーザーインターフェイスで既に DiGidot アカウントを作成していているかサインインしているなら、お持ちの製品

は既に登録済みの可能性があります。登録を確認するには、ログインしてプロファイル（profile) を確認してください。

TIP:　デバイスの登録には、最適な結果を得るために Google Chrome ブラウザーを使用してください。

取り付けオプション

DiGidot C4 を安全な環境に適切に設置して、デバイスを直射日光、雨、湿気から保護してください。デバイスが適切に設置され安定しており、動

き回らない状態であることを確認してください。

もし使用環境の状況に関して疑問がある場合は、設置の前に DiGidot の代理店か DiGidot Technologies B.V. にご相談ください。
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壁面への取り付け

筐体の下面にある C4 取り付け用の穴を使用して、デバイスを垂直または水平に取り付けます。（ネジは付属しません）

取り付け例

水平取り付け：

設置場所へスライドします。
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注意：デバイス同士をすぐ隣り合わせに設置しないでください。ただし、器具の間を最低 10mm 空けることでデバイスの周り

で十分な空気循環ができるようになります。

垂直取り付け：

設置方向へスライドします。

DIN レール取り付け

35mm の DIN レールへ取り付けるには、DiGidot DIN レールクリップ（No. 20902　オプション品）を使用してください。

DIN レールクリップを DiGidot C4 本体の DIN レール位置ガイトマーカーに合わせて置いたら、両方の取り付け穴を揃えます。（図を参照）

付属の 3x12mm ネジでクリップを取り付けます。DIN レールクリップが適切にしっかりと固定されたら、デバイスを DIN レールへ簡単に取り付け

ることができます。（図を参照）
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DIN レールクリップの取り付け

DIN レールへ DiGidot C4 の取り付け
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DIN レールから DiGidot C4 の取り外し

DiGidot C4 は極端に低い気圧に晒さない

でください。（コンポーネントガス・液体

が漏れる危険）DiGidot C4 は、太陽光、

雨またはその他の湿気を避けてください。

（回路短絡の危険）

このデバイスを絶縁素材で覆わないでく

ださい。（火災の危険）DiGidot C4 は高温

環境または直接・間接的に火に晒される

場所に置かないでください !（爆発の危険）

DiGidot C4 は仕様上の範囲を超えた高温

に晒さないでください !（爆発の危険）

DiGidot C4 を屋外または湿気の多い環境で

使用しないでください。（回路短絡の危険）

冷却のためにデバイスの周りで空気が循環す

るようにしてください。

頭上に吊られたデバイスには、適切な規格の

安全ケーブルを使用する必要があります。

警告
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DiGidot C4 は LED ライトに電源を供給するように設計されていません。LED ライト / 制御 IC に信号 / データを送信するためにだけに設計されてい

ます。LED ライトへ電源を供給するために適切な定格出力の容量もった外部電源が追加で必要となります。

データ入力 / 出力

このチャプターでは入力 / 出力（I/O）の構成に応じた様々な配線図を紹介していきます。

DiGidot C4 は異なる SPI プロトコルを送信する能力があります。（同時に 1 つのプロトコルのみ）

入力 / 出力ポートは DMX 入力または出力として構成することもできます。つまり I/O ポートへ接続する方法が数多くあるということです。ユーザー

インターフェイスの入力 / 出力設定ページの「How to coonect」ボックで配線の設定を常に確認することができます。

ユーザーインターフェイスまたはアプリで、　ホーム＞ Settings ＞ In/out configuration　の順で進んでください。

設置と配線

TIP（ヒント）:　複数のデバイスで異なった I/O セットアップを使用する場合、正しいデバイスが選択されているかどうかをよく

確認してください。デバイスを識別するためにハイライトボタン　　を使うことができます。 

注意 :SPI 信号で動作する時にいくつかの重要な原則があります。

データ障害の危険を最小化するため、また適切なシステム機能を保証するために、出力ポート（D1-D4）と最初の LED 照明器具 /

IC との間のデータケーブル / 配線は、2 メートル（6.5 フィート）を超えてないでください。

長距離の場合、伝送距離拡張アクセサリーを使用してください。（適切なアクセサリーについては当社のウェブサイト www.digidot.eu　をご確認く

ださい。）

タイミングと同期問題を避けるためには、１つの DiGidot C4 から LED まで伸びている SPI 信号とグランドの線は、ポートごとに同じ長さにする必

要があります。SPI 信号とグランドの線は、常にペアのケーブルとして扱うのが最適な方法です。

良い信号の状態を保つために、可能な限り配線容量を低く維持することが求められます。

従って D1-D4 出力ポートのデータ配線規格は 0.3-0.5mm²（20-24 AWG）の間に保つ必要があります。
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4X　SPI 出力

平均的な推奨として各ポート最大 3 SPI ユニバース（IC ごとの最大負荷については C4 パフォーマンスガイドを参照）｜ SPI ケーブル　最長 2m（7ft）

このオプションでは 4 つの SPI データのみの出力を示しています。各 SPI グランド線は、タイミング問題を防ぐために各出力ごとのデータ線と同じ

長さにする必要があります。

平均的な推奨として各ポート最大 6 SPI ユニバース（IC とごの最大負荷については C4 パフォーマンスガイドを参照）｜ SPI ケーブル　最長 2m（7ft）

2X SPI データ＋クロック出力

このオプションでは 2 つの SPI データ＋クロック信号を示しています。すべてのグランド同士を接続する必要があることに注意してください。
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1X DMX 入力／出力　＋　1X SPI 出力

組み合わせた DMX ポートごとに最大 512 チャンネル｜ DMX ケーブル　最長 500m（1640ft）｜ SPI ケーブル　最長 2m（7ft）

このオプションでは SPI 出力と DMX 入力または出力の組み合わせを示しています。SPI の種類（データのみ、またはデータ＋クロック）により SPI

信号をどのように接続するのか、その方式が決まることに注意してください。データ＋クロック信号は常に C4 の２つの出力を必要とします。インピー

ダンスが 110 オームの DMX ケーブルか CAT5 またはそれ以上のケーブルを使用してください。

2X DMX 入力／出力

組み合わせた DMX ポートごとに最大 512 チャンネル｜ DMX ケーブル　最長 500m（1640ft）

このオプションでは 2 つの DMX 入力、または出力を示しています。すべての DMX 信号で上記に示すようにグランドを接続する必要があります。

インピーダンスが 110 オームの DMX ケーブルか CAT5 またはそれ以上のケーブルを使用してください。
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イーサネット接続

DiGidot C4 は 2 ポートのイーサネットスイッチを内蔵しており、複数の器具をデイジーチェーン（数珠つなぎ）で接続することができます。

同期、遅延、そしてパフォーマンスの信頼性のために、デイジーチェーンで接続する台数は最低限に抑えることをお勧めします。ネットワーク全体

のデータ負荷に応じて、デイジーチェーンできるデバイスの数は変わることがありますが、信頼性の高いパフォーマンスを発揮するためにデイジー

チェーンは 5 台を超えないようにすることを推奨しています。

遅延の問題を回避するために、デージーチェーン接続するデバイスの数を最小限に抑え、ギガビットネットワークスイッチを追加することをお勧め

します。Art-Net を使用する場合は、ユニキャスト送信を使用することをお勧めします。そうすることでネットワーク負荷を低減しパフォーマンス

の向上が見込まれます。

1-2 DMX 入力 /　1-2DMX 出力 /SPI 出力（デイジーチェーン）

平均的な推奨として各ポート最大 3 SPI ユニバース（IC ごとの最大負荷については C4 パフォーマンスガイドを参照）｜ SPI ケーブル　最長 2m（7ft）

組み合わせた DMX ポートごとに最大 512 チャンネル｜ DMX ケーブル　最長 500m（1640ft）

これは一つのネットワーク上で異なるポート設定をした複数の C4 器具の例です。

C4 コントローラーの間、Art-Net ソースと C4、またはネットワークスイッチと C4 の間のネットワークケーブルの長さは、最大 100m 伸ばすこと

ができます。（CAT5E またはそれ以上を使用）　5 台以上の C4 コントローラーを接続する場合は、ギガビットイーサネットスイッチの使用を推奨し

ます。
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電源の接続

電源を接続する前に、短絡しないために出力が正しい状態で配線を完了していることを確認してください。

重要：DiGidot C4 と LED に電源供給をするために異なった電源装置を使用する場合、グラウンドの電位を同一にすることが最も

重要です。常に DiGidot C4 コントローラーのグランド（DC-）とすべての電源装置を接続し、単一の DiGidot C4 コントローラー

によって制御されるすべての製品同士を接続してください。もしグランドが接続されていないと、誤動作の原因となります。

電源　　　

DiGidot C4 へ電源を供給するためには、安定した SELV 基準の電源か 5Vdc、5 ワットを供給できる USB 充電ポートのみを使用してください。

スイッチング電源は通常、高い突入電流が発生することに注意してください。注意を払いすべての仕様を確認し、それに従い設備を設計してください。

当社では、DiGidot C4 へ電源供給するために以下の電源型式を推奨しています。

 ▶ Mean Well APV-8-5 | Constant Voltage AC-DC, Input 90-264Vac, Output 8 Watt, 1,4A, 5Vdc

 ▶ Mean Well APV-8-12 | Constant Voltage AC-DC, Input 90-264Vac, Output 8 Watt, 0,67A, 12Vdc

 ▶ Mean Well APV-8-24 |Constant Voltage AC-DC, Input 90-264Vac, Output 8 Watt, 0,34A, 24Vdc

PxLNet 送信機を含むか含まないかによらず複数の DiGidot C4 コントローラーを接続する場合、以下の適合電源装置へ突入電流があるため接続する

コントローラーは最大 5 台までにすることをお勧めします。

 ▶ Mean Well APV-35-5 | Constant Voltage AC-DC, Input 90-264Vac | Output 35 Watt, 5A, 5Vdc

 ▶ Mean Well LPV-60-12 | Constant Voltage AC-DC, Input 90-264Vac | Output 60 Watt, 5A, 12Vdc

 ▶ Mean Well LPV-100-5 | Constant Voltage AC-DC, Input 90-264Vac | Output 100 Watt, 12A, 5Vdc

 ▶ Mean Well LPV-100-12 | Constant Voltage AC-DC, Input 90-264Vac | Output 100 Watt, 8,5A, 12Vdc

 ▶ Mean Well ELG-150-24 | Constant Voltage AC-DC, Input 100-305Vac | Output 150 Watt, 8,5A, 24Vdc

 ▶ Mean Well ELG-240-24 | Constant Voltage AC-DC, Input 100-305Vac | Output 240 Watt, 10A, 24Vdc
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配線の構成 1

C4 に電源を供給するために DC ジャックが接続されている場合、PSU と C4 の間でグランドを接続する必要があります。

タイミング問題が発生することを防ぐため、各 SPI グランド線は出力ごとにデータ線と同じ長さにする必要があります。

この問題はそれらの線が単一のケーブルに再び組み合わされているものならば、自動的に対処されています。線の不均一な剥離によるわずかな長さ

の違いによっては、問題を引き起こさないはずです。

配線の構成 2
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配線の構成 3

タイミング問題が発生することを防ぐため、各 SPI グランド線は出力ごとにデータ線と同じ長さにする必要があります。

この場合は LED 製品を通してグランドを共有するため、電源装置同士のグランドを接続する必要はありません。

配線の構成 4

グランド同士が接続されておらず、データ線と同じ長さになっていません。（この構成は不可）
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トリガー入力の使用（Extended ライセンスのみ）

アナログトリガー入力は、通常のオープン（NO）押しボタン、スイッチ、0-10V ディマー、外部デバイス（ビルの管理システムなど）からの

0-10V 制御信号に使用することができます。またはトリガー入力に 50k オームのリニアポテンショメータを接続することもできます。（以下の

図を参照）

DiGidot C4 トリガー入力は以下のピンアウトになっています：

1. アナログトリガー 3

2. アナログトリガー 2

3. アナログトリガー 1

4. グランド

DiGidot C4 TRRS トリガーケーブルに対応する線の組み合わせは以下の通りです：

1. 赤　＝　アナログ 1

2. 白　＝　アナログ 2

3. 緑　＝　アナログ 3

4. 黒　＝　グランド
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DiGidot C4 に接続する

DiGidot C4 に有線イーサネット接続または Wi-Fi で接続することができます。（日本国内は有線接続のみ対応：無線の場合は別途 Wi-Fi 機器が必要です）

モバイルデバイス用の DiGidot C4 アプリは、App Store または Google Play から入手可能です。

設定と構成

有線によるクイックスタート

DiGidot C4 コントローラーは、本体内に DHCP サーバー機能があります。これにより DiGidot C4 とデバイスをイーサネット（有線）で接続した際、

自動的に接続設定が完了します。

DiGidot C4 コントローラーへのアクセスは次のように機能します。

1.　DiGidot C4 を電源に接続します。24 ページの「電源の接続」を参照するか、以下のオプションから選択してください。

オプション 1：定格 5Vdc から最大 24Vdc で少なくとも 5W を出力することができるスイッチング電源に DC+ と DC- を接続します。

オプション 2：イーサネットポートの隣りにある 5-24V のバレルジャックソケット（DC ジャック）を適切な電源（USB ポートなど）に接続します。

2.　RJ45 ネットワークケーブル（短いネットワークケーブルがすべての DiGidot C4 に付属しています。）を使用して DiGidot C4 をコンピューター

のネットワークポートに接続します。

3.　インターネットブラウザー（Google Chrome が最適）を開き、アドレスバーに　http://10.254.254.254.　を入力して接続します。

TIP: 　interface.digidot.eu を入力することでもインターフェイスに接続することができますが、有効なインターネット接続が

必要です。

DiGidot C4 へ接続するためのアカウントが作成されている場合、アプリケーションでも同じユーザー名とパスワードを使用する必要があります。

固定 IP アドレスでコンピューターを設定する

このセットアップ方法は、初期設定でスマート DHCP サーバーが有効になっているため、DiGidot C4 ウェブインターフェイスへアクセスしたいだ

けなら必要ではありません。前のチャプターの手順に従ってください。

固定 IP アドレスは、MADRIX が入ったコンピューターのようなコントロールシステムを DiGidot C4 へ接続したい時に必要になることがあります。

有線コンピューター接続をセットアップするには、DiGidot C4 の電源を入れて CAT5E（またはそれ以上）のケーブルを使用して、ネットワークケー

ブルを DiGidot C4 の RJ45 ネットワークポートのうちの 1 つとコンピューターのイーサネット /UTP ポートに接続します。
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注意：イーサネットの設定を変更するとインターネットやネットワーク内の他のデバイスへ接続できなくなることがあるので注

意してください。

インターネット接続を維持してオンラインアップデートとアップグレード機能を使用するには、複数のネットワーク接続がある

コンピューターを使用する必要があります。（LAN と Wi-Fi）

必要に応じて構成作業が終わった後に設定を元に戻すために、現在のネットワーク設定を書き留めておくことをおすすめします。

一部のラップトップには Wi-Fi とイーサネットを切り替えるものがあり、その場合は両方の接続を同時に使用することはできま

せん。この問題はサードパーティーのイーサネットドングルを使用することで解決できる場合があります。

Windows コンピューターで設定するには：

コントロールパネル（設定）　＞　ネットワークとインターネット　＞　ネットワークと共有センター　＞　アダプター設定の変更＞イーサネット

　＞　（右クリクして）プロパティ　＞　インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/IPv4）　＞　次の IP アドレスを使う

IP アドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.0.0.1

コンピューターの固定 IP アドレス

サブネットマスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255.0.0.0

コンピューターのネットワークブロードキャスト範囲

デフォルトゲートウェイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0.0.0

インターネット接続用のルーター

Mac コンピューターで設定するには：

システム環境設定　＞　ネットワーク　＞　イーサネット　＞　IPv4 の設定　＞　手入力　＞　以下のネットワーク設定を使用してください。

ネットワーク設定

これでコンピューターは DiGidot C4 へ接続する準備ができました。

ウェブブラウザを開いて　http://10.254.254.254.　に接続してください。

IP アドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.0.0.1

コンピューターの固定 IP アドレス

サブネットマスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255.0.0.0

コンピューターのネットワークブロードキャスト範囲

デフォルトゲートウェイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（空欄）

インターネット接続用のルーター
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DiGidot C4 アプリからアクセスするための Wi-Fi 設定

日本国内では、DiGidot C4 内蔵の Wi-Fi 機能はご利用頂けません。

DiGidot C4 アプリから Wi-Fi で DiGidot C4 へ接続するためには、Wi-Fi ルーターや Wi-Fi アクセスポイントを経由して有線イーサネットで本体に接

続してください。

スマートフォン（DiGidot C4 アプリ）　＞　Wi-Fi　＞　Wi-Fi ルーター　＞　有線イーサネット（LAN）　＞　DiGidot C4 本体

詳しくはウシオライティングまでお問い合わせください。

Art-Net と sACN のためのデバイスネットワーク設定

デバイスのネットワーク設定は DiGidot C4 ユーザーインターフェイス内で変更することができます。この変更は、Art-Net または sACN デバイスと

通信をしたい場合に必要です。

1　ユーザーインターフェイスにログインする

DiGidot C4 にはウェブブラウザを使用して接続できる内蔵ウェブベースのユーザーインターフェイスが搭載されています。

コンピューターの IP 設定が完了したら、DiGidot C4 のインターフェイスに接続することができます。

ウェブブラウザを開き、アドレスバーに http://10.254.254.254 を入力して、Enter キーを押します。

2.　デバイス名とネットワーク設定の構成

Home > Settings > Network

DiGidot C4 の IP アドレスとサブネットマスクを変更することができます。IP アドレスは IP 競合を回避するためにネットワーク内で一意的である必

要があります。（IP アドレスは他のデバイスと重複しないでください。）

ネットワーク内で表示されるデバイス名は、デバイス（Device）ページで変更することができます。

ネットワーク設定の例：

デバイス名：

IP アドレス：

サブネットマスク：

My DiGidot C4

10.0.0.2

255.0.0.0

注意：これらの設定は DiGidot C4 が動作するための一例です。

あるいは、DiGidot C4 は既存のネットワークに組み込むこともできます。（ローカルネットワークに合うように DiGidot C4 のネッ

トワーク設定を変更してください。）ネットワーク統合について不明な点は、ローカル IT またはネットワーク専門家へ相談して

ください。

3.　Wi-Fi 設定（日本国内ではご利用頂けません。）
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DiGidot C4 には設定用の内蔵ウェブインターフェイスが搭載されています。

DiGidot C4 の IP アドレス（初期設定のイーサネット IP アドレス：10.254.254.254）を利用し、有線イーサネットまたは Wi-Fi 接続（日本国内では

別途機器が必要です）を使用することで、ウェブブラウザーを通してインターフェイスにアクセスすることができます。

また、内蔵ウェブインターフェイスと同様の機能を備えた当社の無料モバイルデバイス向け DiGidot アプリケーションも使用することができます。

インターフェイスマップ

このマップは、DiGidot C4 の内部メニュー構造を示しています。一部のメニュー項目は、DiGidot C4 Extended のみで表示されます。

インターフェイス
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DiGidot C4 を始める「Getting started」
Home  >  Getting started

素早く使用を開始する、または初めて DiGidot C4 を使用するなら、ホームメニューから、始めるウィザード（Getting Started）の使用をおすすめします。

このウィザードは、DiGidot C4 の使用を開始して実行するために必要なすべての手順を案内します。

このウィザードは以下の手順を実施します。

1.　デバイスとネットワークの設定

2.　デバイスの位置決め（複数のデバイスがある場合）

3.　入力 / 出力（IO）の構成

4.　セキュリティ（トリガーセキュリティー設定は、「Triggers」ページの「HTTP、UDP、OSC」サブメニュー内で変更することができます。）

ユーザーインターフェイスを開いて ’Getting started’ ウィザードに入ります。

システムを迅速に起動して実行するために、注意深く説明に従いウィザードを完了させてください。特定の項目についてさらに詳細な情報が必要に

なる場合は、「 i 」アイコンをクリックすることでインフォメーションウィンドウを開くことができます。

’Getting started’ ウィザードが正常に完了すると、DiGidot C4 コントローラーは使用可能な状態になります。

シーン「Scenes」 （DiGidot C4 Extended のみ )
Home > Scenes

シーンは再生したりトリガーしたりすることができる、生成または記憶されたエフェクトです。このページでは、すべてのシーンの概要を網羅して

います。再生を開始または停止するにはシーンをクリックします。

シーンを再生、ダウンロード編集、削除するには、右側にあるポップオーバーメニュー（3 つの点）を選択します。

シーンを再生中は、プレイヤーバーが現れます。プレイヤーバーには、現在選択されているシーンが表示されます。右下にあるアイコンをクリック

することでプレイヤーバーを広げることができ、シーンのスピード、色相と輝度を設定することが可能になります。

シーンの作成「Create scenes」 （DiGidot C4 Extended のみ）

DiGidot C4 インターフェイスでシーンを作成するには、2 つの方法があります。

シーンの記録
Home  >  Create scenes

入力信号が検出されると、記録ボタンが有効になります。記録ページの FPS（Frame per second）モニターは、入力信号が記録に適しているかどう

かを示します。FPS モニターをクリックすることで、各 DiGidot C4 デバイスへ入力している信号を表示します。これはどのデバイスが低い FPS 信

号を受信しているのかを確認する時に便利です。入力信号を改善するには、信号を送出しているソフトウェアをより高い FPS 出力レートに設定し

てください。送信する Art-Net または sACN は、60FPS に設定することをおすすめします。

記録を開始するには、ページの下側にある赤い記録ボタンをクリックしてください。再び記録 / 停止ボタンがクリックされるまで、開始したタイマー

は実行を続けます。

記録が完了すると、記録されたシーンを再生・停止することができます。トリミングスライダーを使用することで、記録の開始地点と終了地点を調

整することができます。記録を保存する前に複数のオプションを選択することができます。次にすべての記憶オプションを示します。
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記録オプション

時間基準「TIME BASED」

開始時間と終了時間を調整して、記録を目的の長さにトリミング（切り取り調整）します。

フレーム基準「FRAME BASED」

開始フレームと終了フレームを調整して、記録を目的の長さにトリミング（切り取り調整）します。

ループの検出「FIND LOOP」

このオプションは、記録（トリミングされた範囲内）にループがあるかどうかを検出をして、自動的にループされた記録を生成します。

ブラック（消灯）のトリミング「TRIM BLACK」

このオプションは、トリミングされた範囲の最初と最後でブラック（消灯）フレームがあるかどうかを検出して、自動的に記録全体の長さをトリミ

ングします。

効果無し「No effect」

この設定は、オリジナルのトリミングされた記録を保持します。

フェード「Cross-fade」

このオプションは、記録の終了から開始までのフェード変化を生成します。記録が保存される前に、手動でフェードタイムを調整することができます。

このオプションは、記録がこのエフェクトを生成するために十分な長さである時だけに表示されるので注意してください。

ピンポン「Pingpong」

このオプションは、トリミングされた記録が最初から最後まで再生された後、最後から最初へ向けて再生されます。

DMX の記録

 Home  >  Settings  >  In/out confi guration  >  ポートを選択して ‘DMX 入力（ Input）’ を選択

DMX から記録するには、I/O 設定で 1 つまたは 2 つの DMX 入力を構成する必要があります。

記録の設定「Record settings」
Home > Create scenes > Record settings

このページでは、記録可能な入力ユニバースの選択と非選択をすることができます。また、各 DiGidot C4 に入力される信号の FPS（Frame per 

second）を表示することもできます。

Art-Net を記録の開始、停止、保存に使用する

このオプションでは、次の記録機能をトリガーすることができます。記録バッファーの準備、開始、停止、Art-Net 信号で記録を保存。

Art-Net トリガーを作成するには、ユニバース番号、チャンネル番号、0 から 255 の間で DMX チャンネルの最小値と最大値を指定する必要があります。

それにより、イベントがトリガーするきっかけを決めます。これらのトリガーは、 ‘Home > Triggers’ ページ上にて手動で作成することもできます。
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準備バッファー：　　　これは記録する前に DiGidot C4 が行う準備です。

　　　　　　　　　　　記録を開始する前に必要です。記録を開始する前に 1 秒間の記録バッファーを準備することをおすすめします。

記録を開始：　　　　　記録を開始します。ステータス LED は白 / 青になります。

記録を停止：　　　　　記録を停止します。ステータス LED は白 / 青ではなくなります。

記録を保存：　　　　　記録を保存してシーンを生成します。シーン名は自動的に生成されます。

注意：Art-Net トリガーは、DiGidot C4 インターフェイスまたはアプリケーションを使用せずに使うことができます。

固定フレームレート「Fixed frame rate」

固定フレームレートが有効になっている場合（初期設定）、DiGidot C4 は 62fps で記録します。もしこのオプションが無効になっていたら、DiGidot 

C4 は、各 Art-Net、sACN、DMX メッセージごとにフレームを生成します。これは、例えば使用しているソフトウェアが固定フレームレートで送信

している場合に便利です。高い FPS レートはシーンファイルが大きくなり、使用可能なメモリーに影響があるので注意してください。ほとんどの場合、

固定フレームレートを使用することをおすすめします。

すべて選択 / 非選択「SELECT/DESELECT ALLl」

このオプションでは、使用可能なすべての入力ユニバースを選択または非選択にすることができます。

記憶する入力を選択「Select inputs to record」

次の記録で使用したいユニバースにチェックを入れてください。

シーンの生成「Generate Scene」 （DiGidot C4 Extended のみ）
Home > Create scene > Generate scene

シーンは 1 つのユニバースに基づき生成されてから、続くユニバースにコピーされ、I/O 構成に従って出力されます。

続いて説明するような、3 種類のシーンを生成することができます。

固定カラー「Static color」

固定カラーのシーンを生成します。

RGB（W）の値を 0-255 から入力するか、カラーピッカーのボタンを押してカラーピッカーのページを開きます。

カラーピッカーが選択されるとすぐに現在のカラー値がすべての出力ポートで表示されます。（この機能は、’Preview’ チェックボックスのチェック

を外すとオフにすることができます。）カラーホイールを押しながら希望する色になるまで周囲を移動して、カラーピッカーから離すとカラーが設

定されます。

彩度（Saturation）を調整して RGB カラーにホワイトを追加します。RGBW の LED が設定されていると、ホワイト LED を分けて制御するための追

加のフェーダーがあるはずです。

プリセットボタンを長押しすることで、5 つのカラープリセットをカラーピッカーの両側に保存することが可能です。

希望するカラーが選択されたら、カラーピッカーの中央にあるチェックボタンを押して確定します。

’Generate’ ボタンをクリックして固定カラーシーンを生成します。シーンの名前を入力して ’SAVE’ をクリックします。

新しいシーンがシーンページにリスト表示されます；　Home > Scenes.

34 C4 Manual    Version 2.2.0 



カラースクロール「Color scroll」

このオプションは、ユーザーが定義した順番で複数のカラーを使用したカラースクロールエフェクト（チェイス）を生成します。

カラーブロックの幅は、カラー幅「Color width」スライダーによって定義されます。黒のカラーブロックを作成するには、明るさ「Brightness」を

0 に設定します。

　　アイコンをドラッグ・アンド・ドロップすると、カラーブロックの順番を変更します。

ゴミ箱ボタンを押すと、カラーブロックを削除します。

’Add color’ ボタンを押すと、さらにカラーブロックを追加します。

フェードチェックボックスは初期設定でオンになっており、カラーブロックの幅の中央から開始して次のカラーブロックの中央で終了するフェード

トランジション（フェードの色変化）を作成します。’Fade between colors’ のチェックボックスのチェックを外すと、カラーブロック間でハードカ

ラートランジションを作成します。

2 つの追加パラメーターを設定することができます。エフェクトのスピードと動きの方向です。

’Generate’ ボタンをクリックしてカラースクロールを生成します。シーンの名前を入力して ’SAVE’ をクリックします。新しいシーンがシーンページ

にリスト表示されます；Home > Scenes.

テストシーン「Test Scene」

このオプションは、ベースカラー（赤、緑、青、白）を使用したエフェクトで、予め定義されたカラースクロール（チェイス）を生成します。これ

は、セットアップを素早くテストする際に便利です。

’Generate’ ボタンをクリックしてテストシーンを生成します。シーンの名前を入力して「SAVE」をクリックします。新しいシーンがシーンページ

にリスト表示されます；Home > Scenes.

プレイリスト「Playlists」 (DiGidot C4 Extended のみ )
Home > Playlists

プレイリストは予め定義されたパラメーターの組に従い再生される、ユーザーが定義した順番に並んだ 1 つ以上のシーンを含むリストです。プレ

イシストに含まれるシーンは、「Next」と「Previous」トリガーによってトリガーすることもできます。

定義することができるパラメーターは次のとおりです：

シーンの順番

プレイリストへシーンが追加されたら、　　アイコンを使ってシーンを任意の順番へドラッグ・アンド・ドロップすることができます。

アクション出力「Action Output」

ネットワーク上に複数の DiGidot C4 デバイスが存在する場合、特定のシーンを再生する必要があるデバイスを割り当てることができます。

リピート（繰り返し）「REPEAT」

シーンが再生される回数です。

リピートまたはデュレーションが 0 に設定されることで、シーンは「Next」か「Previous」アクションが呼び出される（インターフェイスまたはト

リガーから）まで無限に再生を続けます。

デュレーション「DURATION：存続期間」

シーンが再生（ふたたび再生）される再生時間です。
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フェードタイム「Fade time」

これはシーン間クロスフェードのトランジションタイム（変化時間）です。単純なフェードは同じフェードインとフェードアウト時間を使用して

フェードを作成します。フェードカーブはリニア（直線）でディレイ（遅延）設定はありません。アドバンスフェードを使用する場合は、フェード

イン（Fade in）、フェードアウト（Fade out）、ディレイ（Delay）、フェードのカーブを制御することができます。

プレイリストのオプション「Playlist options」
プレイリストを編集したい時は、右上にある 3 つの点の形をした設定アイコンをクリックしてください。プレイリストオプションのポップアップ

が表示されます。

グローバル設定「Global settings」

これらの入力値は、プレイリスト内のすべてのシーンに適用されます。これは迅速な設定のために使用できます。

プレイリスト設定「Playlist settings」

初期設定では、プレイリストはすべてのシーンを通してループして、最後のシーンが終了したら最初から再生を再開します。「Repeat infinitely（無

限繰り返し）」のオプションが無効の場合、プレイリストのループ回数を設定したり、ループが完了した後のアクションを選択することができます。

トリガー「Triggers」（DiGidot C4 Extended のみ）
Home > Triggers

DiGidot C4 Extended は幅広い種類のトリガーを使うことで様々なイベントを制御することが可能です。

トリガーは次に示すイベントを制御するために使用することができます：シーン再生、プレイリスト再生、アクションリスト、停止、次へ、前へ、スピー

ド、明るさ、色変化、彩度フィルター、記録、リセット、UDP メッセージ送信、OSC メッセージ送信、など。

設定は「もしこうだったら、こうようにする、の論理（if this then that logic)」に基づいています。「もし (if)」の条件は入力によって定義され、「こ

のようにする（that)」の条件は１つ以上のアクションによって定義されます。

トリガーには２つのオプションがあります。

トリガー「Triggers」：これは「if this then that logic」に基づいた、イベントをトリガーする標準的な方法です。

例１：もし接点１（アナログ入力１）の回路が閉じたら、プレイリスト１を開始

例２：もし Art-Net ユニバース１のチャンネル 10 が値 100 から 255 の間になったら、明るさ 50％でシーンを再生

リンクされたトリガー「Linked triggers」：入力が、スピード、色相（Hue）、彩度（Saturation）といった効果にリンクします。

例 1：アナログ入力が永続的に再生スピードの制御にリンクする

例 2：入力される OSC メッセージチャンネルが明るさにリンクする

トリガーの作成

新しいトリガーを作成するために＋をクリックして、次の「If this..」トリガーオプションを選択します。

トリガーは有効化される必要があるで、デバイスを選択する必要があります。

画面の右側で、アクションを実行しなければならないデバイスを選択する必要があります。これを実行するには、「If this.. Then..」の行にある上部

のブルーボタンを押します。そうすると、ネットワーク内で使用できるデバイスが一覧で表示されます。

トリガーを構成した後に、’SAVE’ をクリックして、トリガーの名前を入力して保存します。新たに作成さらたトリガーは「Triggers」の概要欄

に一覧表示されます。
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トリガー入力

トリガーはすべての「if」条件が満たされた時に実行されます。複数の入力を選択することができ、幅広い種類のトリガー条件を作成します。

次に示す入力を作成して組み合わせることができます。

アナログトリガー「Analog triggers」
Home > Triggers > ’ ＋ ’ を選択してトリガーを追加 > ’Analog’ を選択

DiGidot C4 Extended は 3 つのアナログ入力を備えており、様々なイベントの制御またはトリガーに使用することができます。使用する前にアナロ

グ入力が正しく接続されていることを確認してください。アナログトリガーを作成する前に、アナログ入力の調整をおすすめします。

アナログ入力の調整
 Home に移動 > Triggers >  右上のブルーバーにある 3 つの点をクリックします。 > Calibrate analog

アナログ入力の調整をするには、アナログ入力が入力するアナログ信号のために適切に結線されていることが必要です。また、制御するデバイス（該

当する場合）の電源が入っていることを確認してください。

正しいデバイスで操作をしているか、または上部の選択バーから適切なデバイスを選択していることを確認してください。アナログ入力の調整をす

るには、次の手順に従います。

1. アナログ入力 1 の最大制御値を送信します。（例：0-10V ディマーを最大値まで上げます。）そして ’SET MAXIMUM’ ボタンを押します。

2. アナログ入力 1 の最小制御値を送信します。（例：0-10V ディマーを最低値まで下げます。）そして ’SET MINIMUM’ ボタンを押します。

入力 2 と 3 に対してこれらの手順を繰り返します。（それらを使用する場合）　このウィンドウの下部にあるスライダーを使用するか、特定の値を

入力して手動でアナログ入力の範囲を調整します。

すべての入力が調整できたら、’SAVE’ を押します。

アナログトリガーの作成

アナログ入力を使用するには、4 つの方法があります。

 ▶ 押しボタンまたはスイッチ

 ▶ 0-10V ディマー

 ▶ 外部制御システムからの 0-10V 制御信号

 ▶ ポテンショメーター（電位差計　50k Ω）

If this..

このメニューは使用できる入力オプションを表示します。

 ▶ アナログチャンネル（Analog channel）：トリガーに使用したいアナログチャンネル 1-3 を選択します。

 ▶ アナログタイプ（Analog type）：アナログトリガーの種類を選択します。接点またはアナログ値を使用します。

 ▶ イベント（Event）：トリガーイベント／状態とオプションとなるイベントのディレイ、またはデュレーションを定義します。
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Art-Net, sACN, DMX トリガー
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 >  ‘Art-Net, sACN または DMX’ を選択

Art-Net、sACN、DMX を使用して様々なアクションをトリガーすることができます。

Art-Net/sACN トリガー（初期設定）

If this..

 ▶ 入力ユニバース（Input universe）：入力される信号の入力ユニバースを選択します。

 ▶ チャンネル（Channel）：このトリガーに使用するチャンネルを選択します。

 ▶ 最小（Minimum）：最小チャンネル値（0-254）を定義します。

 ▶ 最大（Maximum）：最大チャンネル値（1-255）を定義します。

DMX トリガー

どうようにしてポートを DMX 入力として設定するのか？

ポート D1-D4 を 1 つまたは 2 つの DMX 入力として設定することができます。

ポート D1 と D2、および／または D3 と D4 が使用できる状態の場合（それらのポートに SPI プロトコルが設定されていない場合）、DMX 入力とし

て設定するポートを選択することができます。

もしすべてのポートが使用されていたら、入力 / 出力設定を再び設定しなければなりません。

Home > Settings > In/out confi guration

注意：DMX はデータ用に２つのラインを使用します；DMX+ と DMX-、そのため２つの DiGidot C4 ポートを必要とします。

If this..

 ▶ DMX ポートの選択（Select DMX port）：トリガー信号が入力される DMX ポートのポートを選択します。

 ▶ チャンネル（Channel）：このトリガーに使用するチャンネルを選択します。

最小（Minimum）：最小チャンネル値（0-254）を定義します。

最大（Maximum）：最大チャンネル値（1-255）を定義します。

電源投入「Power up」
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 >   ‘Power up’ を選択

このトリガーは、DiGidot C4 が起動した直後、またはシステムが再スタートを実施した後にデバイスが再起動した時にアクションを実行します。

If this..

 ▶ DiGidot C4 が起動してから自動的に開始

本体ボタン「Onboard button」
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 >  ‘On-board Button’ を選択

DiGidot C4 の本体ボタンは、プログラムして様々なアクションのトリガーに使用できます。

この機能は持ち運びする LED アプリケーションやデモンストレーションのセットアップで使用する時に大変便利です。
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If this..

 ▶ ボタンイベント（Button event）：優先されるボタンイベントを選択します。

 ▶ ディレイ・デュレーション（Delay/duration　オプション）：ディレイまたはデュレーションを秒単位でボタンイベントへ追加します。

時刻 / 日付「Time/date」
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 >   ‘Time/date’ を選択

DiGidot C4 は内蔵クロックを搭載していて、時刻を基にした様々なアクションをトリガーします。

自動時刻同期

毎回インターフェイスがロードされると、ブラウザー / アプリケーションの時刻が DiGidot C4 の時刻と日付を同期するために使用されます。一度

時刻と日付が設定されたら、基板上のバッテリーが内部時計の実行を維持します。時刻と日付の自動同期はデバイス設定で無効にすることができ、

手動で時刻 / 日付を上書きすることもできます。

Home > Settings > Device >  ‘Sync time and date automatically’ を選択しない

時刻の正確性

時刻の正確性維持に関しては、次の点を考慮してください：

内部時計（RTC）は 0.0038％の偏差があります。これは事実上、時計は 1 年間で最大± 20 分遅れる可能性があることを意味しています。

RTC の再同期をするためには、DiGidot C4（ネットワーク）をコンピューターまたは DiGidot C4 アプリケーションに接続して、インターフェイスをロー

ドする必要があります。そうすると、C4 は自動的に現地時間を取得して搭載している RTC をリセットします。

If this..

特定の時間フレームの間に有効化しなけれならないトリガーのために、‘TIME PERIOD’（期間） を選択します。

例えば、トリガーは 10 AM から 12 AM のタイムフレームで作成されました。このタイムフレーム内に DiGidot C4 の電源が入ったら、関連付けら

れたアクションが実行されます。アクションはタイムフレームの終了時（12 AM）では停止しません。12 AM でアクションを停止するためには、別

のトリガーを作成する必要があります。タイムフレームでは、手動または別のトリガーでアクションを上書きすることが可能です。

期間「TIME PERIOD」：

 ▶ 毎回（Every）：このトリガーを繰り返す頻度、例として毎「日（Day）」または毎「週（Week）」など。

 ▶ 開始（Start）：タイムフレームの開始を示す時間を定義します。

 ▶ 終了（End）：タイムフレームの終了を示す時間を定義します。

特定の時刻で有効化しなければならないトリガーのために ‘TIME’ を選択します。これらのトリガーは定義された時刻に達した時に 1 回だけ実行さ

れます。DiGidot C4 はさかのぼってトリガーを有効化することはありません。

 

時刻「TIME」：
 ▶ 毎回（Every）：このトリガーを繰り返す頻度、例として毎「日（Day）」または毎「週（Week）」など。

 ▶ 時刻と期間の欄：日付、時刻、期間などを定義します。（選択された頻度によって複数の入力が可能）
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デジタルトリガーコマンド

様々なアクションをトリガーするために、外部システムやデバイスから特定のコマンドを送信することができます。これらのデジタルトリガーは、

システム統合や自動化をする際に大変役に立ちます。

これにより、ユーザーは DiGidot C4 の制御を他のソフトウェアプログラムに組み込むこともできます。

API 情報の詳細は、当社のウェブサイトにある DiGidot C4 API 資料で確認することができます。

https://digidot.eu/support/documentation

さらに API 情報が必要な場合は、当社までお問い合わせください。

OSC　　
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 >  ‘OSC’ を選択

OSC（Open Sound Control）は、オーディオとビデオアプリケーションでネットワークを介してデータを送信するためによく使用されているプロ

トコルです。オープンであり利用しやすい規格で、様々なローコストの OSC アプリケーションでユーザーンターフェイスを作成できるため、照明

アプリケーションで使用する際に最適なプロトコルです。

DiGidot C4 と組み合わせて動作すると報告された、様々な種類のサードパーティー OSC アプリケーションがあります。当社が推奨できるアプリケー

ションをいくつか挙げます。「Touch OSC」 hexler.net、「Lemur」 Liine、「Ctrl」ON LED Ltd

DiGidot は、サードパーティーアプリケーションとソフトウェアのサポートは受け付けていないので注意してください。DiGidot C4 はフロートタイ

プのメッセージのみに対応しています。

OSC トリガーを有効化する

OSC トリガーを作成する前に、最初に OSC を有効化する必要があります。これは、OSC トリガーを作成して ‘enable’ リンクを押すか次の手順を行

うことで有効化することができます。

1. 次のメニューに入ります

Home > Triggers > 右上のブルーバーにある 3 つの点をクリックします。 > 　 ‘HTTP, UDP and OSC’ を選択

2. OSC トリガーオプションを有効にして ‘save’ ボタンをクリックします。

OSC トリガーを追加する

OSC トリガーは 2 つの方法で作成することができます：

1. 入力される OSC アドレスを学習する

‘LEARN’ ボタンを押して OSC アプリケーションまたはソフトウェアからアドレスを送信します。

OSC 送信アプリケーションは、C4 ネットワークに接続する必要があり、受信デバイスの正確な IP アドレスを設定しなければなりません。

2. OSC アドレスを手動で入力する

OSC アプリケーションまたはソフトウェアで使用しているアドレスと同じものを入力します。

OSC トリガーを保存した後、トリガー概要にリスト表示されます。トリガーアイテムのコピーボタンを使用して OSC コマンドをコピーして、使用

するソフトウェアプログラムに貼り付けます。

OSC エディター用のアドレス

OSC アドレスが最初にトリガーで入力されている場合、同じアドレスを OSC エディターアドレス欄にコピーされる必要があります。（Touch OSC

では 'Auto' を非選択にします）

最初に OSC インターフェイスを作成してからトリガーを作成し、学習機能を使用して OSC インターフェイスボタンとスライダーに関連付けられて

いる OSC アドレスを自動的にコピーすることをおすすめします。
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UDP　　
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 > ‘UDP’ を選択

UDP はネットワークポートを介して送信される小さなメッセージです。DiGidot C4 は UDP メッセージを受け取ることができます。これは、他のソ

フトウェアが DiGidot C4 コントローラーを制御する必要がある場合に便利になることがあります。UDP は主に開発者が使用しています。HTTP の

代わりに UDP を使用する欠点は、メッセージを送信しても確認が得られないことです。しかし、UDP はわずかに良いパフォーマンスを持っています。

UDP トリガーを有効化する

UDP トリガーを作成できるようにするには、最初に有効化する必要があります。これは、UDP トリガーを作成して ‘enable’ リンクを押すか次の手

順を行うことで有効化することができます。

1.　次のメニューに入ります

Home > Triggers > 右上のブルーバーにある 3 つの点をクリックします。 > 　 ‘HTTP, UDP and OSC’ を選択

2.　UDP トリガーオプションを有効にして ‘SAVE’ ボタンをクリックします。

UDP トリガーを追加する
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 >    ‘UDP’ を選択

UDP トリガーは 2 つの方法で作成することができます：

If..

1. 入力される UDP メッセーを学習する

‘LEARN’ ボタンを押して UDP アプリケーションまたはソフトウェアからメッセージを送信します。

UDP 送信アプリケーションは、C4 ネットワークに接続する必要があります。

2. UDP アドレスを手動で入力する

UDP アプリケーションまたはソフトウェアで使用しているメッセージと同じものを入力します。

UDP トリガーを保存した後、トリガー概要にリスト表示されます。トリガーアイテムのコピーボタンを使用して UDP コマンドをコピーして、使用

する場所に貼り付けます。

HTTP　　

HTTP GET はネットワークポートを介して送信されるメッセージです。DiGidot C4 は HTTP GET メッセージを受け取ることができます。これは、他

のソフトウェアが DiGidot C4 コントローラーを制御する必要がある場合に便利になることがあります。HTTP GET は主に開発者が使用しています。

UDP の代わりに HTTP を使用する利点は、送信したメッセージの確認を得ることができることです。しかし、UDP はわずかに良いパフォーマンス

を持っています。

HTTP トリガーを有効化する

HTTP トリガーを作成できるようにするには、最初に有効化する必要があります。これは、HTTP トリガーを作成して ‘enable’ 選択するか次の手順

を行うことで有効化することができます。

1.　次のメニューに入ります

Home > Triggers > 右上のブルーバーにある 3 つの点をクリックします。 > 　 ‘HTTP, UDP and OSC’ を選択

2.　HTTP トリガーオプションを有効にして ‘SAVE’ ボタンをクリックします。
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HTTP トリガーを追加する
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 >    ‘HTTP’ を選択

保存する時にトリガーへ名前をつけると HTTP Get の URL がトリガー用に作成されます。ブラウザーへコピー・アンド・ペーストすることでトリガー

のテストをすることができます。

If this..

HTTP コマンドを正しいデバイスへ送信するために、選択したデバイスの IP アドレスを使用します。

HTTP トリガーを保存した後、トリガー概要にリスト表示されます。トリガーアイテムのコピーボタンを使用して HTTP コマンドをコピーして、使

用する場所に貼り付けます。

内部タスク「Internal task」
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 >    ‘Internal task’ を選択

このトリガーは DiGidot C4 が、シーンの再生、またはアイドルの状態など、特定の状態になった時にイベントをトリガーするために使用すること

ができます。

If this..

トリガーを実行する必要がある内部タスクの条件を定義します。

 ▶ 「シーン」や「Art-Net」などの内部タスクを選択します。

 ▶ イベントをトリガーする内部タスクの状態を選択します。

 ▶ アイドル状態は次のように定義されます；タスク実行の準備が完了し、シーンを再生しておらず入力される Art-Net、sACN、DMX 信号

が検出されない。

日の出 / 日の入り「Sunrise / sunset」
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 >   ’Sunrise / sunset’ を選択

日の出と日の入りトリガーは、太陽が昇ったり沈んだりした時にイベントをトリガーするために使用することができます。DiGidot C4 は、GPS 座標（緯

度と経度）に基づくか、内蔵した都市リストによって正確な日の出または日の入り時刻を算出します。また、日の出または日の入りの前後にトリガー

を開始するために、それらのイベントをオフセットプログラムすることも可能です。

時刻の正確性

時刻の正確性維持に関しては、次の点を考慮してください：

内部時計（RTC）は 0.0038％の偏差があります。これは事実上、時計は 1 年間で最大± 20 分遅れる可能性があることを意味しています。

RTC の再同期をするためには、DiGidot C4（ネットワーク）をコンピューターまたは DiGidot C4 アプリケーションに接続して、インターフェイスをロー

ドする必要があります。そうすると、C4 は自動的に現地時間を取得して搭載している RTC をリセットします。
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If this..

場所の入力

プロジェクトの場所を入力するには、2 つの方法があります：

オプション 1：オンラインによる場所の設定。例えば、場所、都市、国を入力します。プレゼンターインターフェイスは、その場所用の緯度、軽度、

現在の日の出日の入り時間を提供します。このオプションにはインターネット接続が必要です。

オプション 2：オフラインモード。緯度と経度を手動で入力するか、主な都市のリストから選択します。インターネット接続ができないか、Google

の結果が正確ではない時に使用することをおすすめします。

このトリガー用に次のオプションから 1 つを選択してください：

オプション

 ▶ 日の出「Sunrise」

 ▶ 日の入り「Sunset」

プラスかマイナスで分数を入力することで、日の出または日の入り時刻からの分数を加算または減算することができます。

注意：特定のアクションの制御をするために、複数トリガーの組み合わせを作成することができます。

そのためには、’If this..’ メニューにある ’ADD INPUT’ を選択します。すべての選択された入力トリガーが組み合わされた場合の

みに、アクションをトリガーするので注意してください。

この機能はまだ開発中であるため、すべての組み合わせについて完全にサポートされているわけではありません。最新のファー

ムウェアが実行していることを確認して、より詳細な情報については当社へお問い合わせください。

カウンター「Counter」
Home > Triggers >  ‘+’ をクリックしてトリガーを追加 >   ’Counter’ を選択

カウンタートリガーは、カウンターが秒単位で入力されたディレイ（Delay）よりも長くなった時にイベントをトリガーするために使用することが

できます。カウンターは、DiGidot が起動してすべてのトリガーがロードされ時からカウントを開始します。これには、DiGidot C4 の電源を投入し

てから約 5 秒かかります。カウンターは、トリガーアクションでリセットすることも可能です。

If..

カウンタータイムが入力されたディレイタイムより長くなる。

トリガーアクション

もし ’if' 側のトリガー条件が正の場合（満たされたら）、1 つ以上のアクションを実行することができます。

トリガーの設定が完了したら、’SAVE’ をクリックしてトリガー設定を保存します。

Then..

このメニューでは設定することができる利用可能なイベントが表示されます。

 ▶ アクションを実行する必要があるデバイスを選択します。

 ▶ 「Event settings」ウィンドウでアクションタイプとアクションパラメーターを選択します。

43 C4 Manual    Version 2.2.0 



シーンの再生「Play scene」

 ▶ シーン「Scene」：ドロップダウンメニューから希望するシーンを選択

 ▶ 明るさ「Brightness」：このアクションの明るさを設定

 ▶ フェードタイム「Fade time」：このアクションのフェードを設定

 ▶ レイヤー「Layer」：シーンを再生する必要があるレイヤーを設定

プレイリストの再生「Play playlist」

プレイリストはフェードタイムを含んだシーンのリストで、’Playlists’ と呼ばれるメインメニューのアイテムから作成する必要があります。

 ▶ プレイリスト「Playlist」：ドロップダウンメニューから希望するプレイリストを選択

アクションリスト「Action list」

アクションリストは、このトリガー状態が正（ポジティブ）になるたびに、同じトリガー入力で複数のアクションとサブアクションを連続する順番

でトリガーすることができます。

このリストのすべてのステップは＃数字で示され、ドラッグ・アンド・ドロップ機能で並べることができます。

すべてのアクションは、同時にトリガーされる複数のアクションを含むことがあります。アクションリストは常に繰り返されます。つまり、もしア

クションリストの最後のステップでトリガーしたら、最初のステップから再開します。

ドロップダウンメニューからアクションを選択してください。アクションはアクションタイプによって 1 つ以上の特別なオプションを追加します。

例えば、シーンはシーンを選択するためのドロップダウンメニューと、フェードタイムを設定するためのオプションが追加します。

サブアクションの追加「ADD SUBACTION」

このチャプターで説明しているすべてのアクションタイプは、サブアクションとして使用することもできます。これにより、同じシングルアクショ

ンによってトリガーされる場合に、複数のアクションを実行することができます。複数のステップがあるアクションリストも使うことができます。

’ADD ACTION’ をクリックすることで、追加のステップが作成されます。入力トリガーが ’ 正 ’ になるごとに、アクションリストは、リスト内で次の

ステップへ進みます。

一時停止「Pause」

再生中のどのようなシーンまたはプレイリストでも、一時停止します。

エフェクト「Effect」：シーンが停止する方法決める効果を追加することができます。

エフェクト無し「No effect」（初期設定）：すぐにシーンを一時停止します。

スピードの変化「Speed transition」：入力したタイム内でスピードを徐々に 0％へ落としていきます。

明るさの変化「Brightness(Fade out）transition」：入力したタイム内で明るさを徐々に 0％へ減光していきます。

スピードと明るさの変化「Speed and brightness (fade out) transition」：入力したタイム内で徐々にスピードを落とし、明るさが 0％にフェー

ドアウトします。

再開「Resume」

一時停止したシーンまたはプレイリストの再生を再び始めます。
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停止「Stop」

再生しているシーンまたはプレイリストを停止します。

ターゲット「Target」：停止する必要があるものを選択します。

　　　　　　　　　　　レイヤー「Layer」：レイヤー番号を選択します。

次へ「Next」

シーンリストまたはプレイリストで次へスキップします。

前へ「Previous」

再生しているシーンの前へ戻ります。

スピード「Speed」

スピードスライダーを調整することで、シーンのスピードを変更します。100 は初期設定のシーンスピードで、元のスピードの 100％であることを

表します。値を 100 以上にするとスピードが早くなり、値を 1 から 100 の間にするとスピードが遅くなります。0 は停止して固定の値を再現します。

0 よりも小さい値にすると動きが反転して、負の値が増加するとスピードが早くなります。

変化タイム「Transition Time」：選択された時間内に選択された値へ向けて、徐々にスピードが早くなったり遅くなったりします。

マスター輝度「Master brightness」

マスター輝度を変更します。

輝度の種類「Brightness type」：輝度の調整方法を選択

固定値「Static value」：輝度フェーダーを使用して輝度を調整します。

ステップ「Steps」：現在のマスター輝度レベルのパーセンテージでマスターフェーダーの輝度レベルを増減するために使用。例えば -8 は 8％

減少させる結果となります。

フェードタイム「Fade Time」：この輝度の調整にフェードタイムを設定します。

カラー変更（色相フィルター）「Change color（Hue filter）」

再生中シーンのカラーを変化させます。

オフセット「Offset」：このオプションは RGB カラースペクトル全体に渡ってすべてのカラーを変化させます。

追加「Add」：このオプションは初期のカラーに色を追加して、新たなカラーミックスを作成します。

シーンオリジナルカラー「Scene original color」：カラーを変更したいシーンカラーを選択します。

ターゲットカラー（Target color）：シーンが必要としているカラーを選択します。

彩度フィルター「Saturation filter」

再生中のシーンへホワイトを追加するフィルターです。

シーンの彩度「Saturation of scene」：値 100 は完全な彩度（元シーンのカラー）を出力して表現し、値 0 ではカラーは無くなりホワイトを

出力します。
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記録「Record」

このトリガーは様々な記録機能を（リモートで）制御するために使用することができます。

バッファーの準備「Prepare buffers」：記録プロセス用のバッファーを準備します。このアクションは記録アクション開始の前に必要です。

記録の開始「Start redord」：入力される Art-Net、sACN、DMX データの記録を開始します。このアクションは新しいアクションである必要

があり、バッファーの準備アクションに続くサブアクションにすることはできないので注意してください。バッファーの準備と記録アクショ

ンの間に最低 1 秒あることを確認してから使用してください。

記録の停止「Stop record」：記録を停止します。

生のシーンを再生「Play raw scene」：処理されていない記録を再生します。

生のシーンを停止「Stop raw scene」：再生している記録を停止します。

記録の保存「Save record」：処理されていない記録を保存します。

他のトリガーにリンクする「Link to another trigger」

既に作成された他のアクションにリンクをすることができます。これにより、例えばアクションリストをトリガーすることもできます。

シーンの選択「Select scene(s)」：ポップアップメニューからアクションを選択します。

他のトリガー入力を有効 / 無効にする「Enable/disable other trigger input(s)」

このトリガーは 1 つ以上の選択されたトリガー入力を有効または無効にします。

トリガーの選択「Select trigger(s)」：ポップアップメニューから 1 つ以上のトリガーを選択します。

新しい状態「New state」：これはこのトリガー入力のオン / オフスイッチです。このトリガー入力は再び活性化（非活性化）する場合に、別

のカウンターになるので注意してください。

カウンターのリセット「Reset counters」

リセットする必要がある 1 つ、または複数のカウンターを選択します。

UDP メッセージの送信「Send UDP message」

このトリガーは外部デバイスへ UDP メッセージを送信するために使用することができます。

IP アドレス「IP Address」：受信先の IP アドレスを入力します。

ポート「Port」：UDP メッセージのポート番号を入力します。

値「Value」：UDP メッセージの値を入力します。

OSC メッセージの送信「Send OSC message」

このトリガーは外部デバイスへ OSC メッセージを送信するために使用することができます。

IP アドレス「IP Address」：受信先の IP アドレスを入力します。

ポート「Port」：OSC メッセージのポート番号を入力します。

アドレス「Address」：受信するアプリケーション内でメッセージを送信する必要があるアドレスバスを入力します。

値「Value」：OSC メッセージの値を入力します。
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再起動「Restart」

このトリガーは DiGidot C4 コントローラーの再起動を実施します。

カスタム「Custom」

このトリガーはカスタムトリガーコードを入力することができるノートパッドを開きます。このオプションは通常、開発者やカスタムメイドのコー

ドのために予約されています。

アクション例「ACTION EXAMPLES」：ポップアップウィンドウからアクションを選択します。

エディターを開く「OPEN IN EDITOR」：これにより、ブラウザーエディター内にカスタムコマンドを開きます。

リンクされたトリガーの作成「Create linked triggers」
Home > Triggers > Linked triggers

リンクされたトリガーは、アナログ入力をマスター輝度へリンクするといった、入力トリガーを可変値のアクションへリンクするために使用します。

このページでは、左側の入力トリガーと右側のアクションをリンクすることが可能です。単純に入力とアクションを選択することで、トリガーを永

続的に接続します。確立されたリンクは、2 つのアイテムの間をつなぐ線で視覚的に確認することができます。

リンクされたトリガーで制御することができるパラメーターは以下のとおりです：

 ▶ スピード「Speed」

 ▶ 色相「Hue Color」

 ▶ 彩度「Saturation」

 ▶ 輝度「Brightness」

 ▶ プレイリスト「Playlist」

 ▶ OSC　-　OSC コマンドはポート 8000 で送信する必要があります。

 ▶ UDP　-　UDP コマンドはポート 6467 で送信する必要があります。

OSC と UDP トリガーの詳細情報は、以下で確認することができます：

Home > Triggers > 右上のブルーバーにある 3 つの点をクリックします。 > 　 ‘HTTP, UDP and OSC’ を選択

これらのパラメーターの一部では、スライダーを調整することで特定の制御範囲を定義することができます。

アナログ、Art-Net、sACN、DMX 入力では、最小と最大の入力値を設定する必要があります。

一部のトリガーと一部のアクションは、カスタムメッセージを設定することができる OSC や UDP のように、さらに設定が必要です。

注意：生成できるトリガーの数は、使用可能なメモリーのために制限されています。

使用可能なメモリーは、ライセンス、設定されたユニバース数、アクションの数、再生しているシーンなどに影響を受けます。

いずれの場合でも、トリガーの最大数はおよそ 25 です。もしトリガーが作成されすぎてしまったら、メモリーの過負荷を引き

起こすことになりデバイスがクラッシュする可能性があります。このような場合、マイクロ SD カードを取り外し、マイクロ

SD カードのコピーを作成してから、トリガーフォルダーのコンテンツをすべて削除して、マイクロ SD カードを再び挿入する

ことが最適な対処方法です。新しいトリガーを作成することができますが、以前より少ないトリガーを作成するようにしてくだ

さい。

トリガーウォッチャー「Trigger watcher」
Home > Triggers > 右上のブルーバーにある 3 つの点をクリックします。 > 　’Trigger Watcher’ を選択
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トリガーウォッチャーはトリガーの実行を監視するために使用することができます。

’ALL TRIGGERS（すべてのトリガー）’、’UDP MESSAGES（UDP メッセージ）’、’OSC MESSAGES（OSC メッセージ）’、以上 3 つのタブがあります。

監視したいトリガータブを選択して、’START WATCHING' をクリックすると、すべてのトリガーの実行歴がリスト表示されます。

もし画面をクリアーしたいなら、いつでも ’CLEAR LOG’ をクリックしてください。

グループ「Groups」
Home > Groups

この機能では、DiGidot C4 コントローラーの特定グループを作成することができます。これにより、プロジェクトまたは設置作業時の設定、機器

の認識、テスト、再起動、特定部分のまとめが、より簡単になります。

グループの追加
Home > Groups >  ‘+’ アイコンをクリック

入力欄

名前「Name」：このグループの名前を入力します。

デバイスの選択「Select devices」：このグループに追加したいデバイスすべてにチェックを入れてください。

グループ設定「Group settings」
Home > Groups >  サブメニュー ’Group settings‘

開始時に自動的にグループを選択「Auto select group at start-up」：

グループ設定では、アプリケーションの開始時に選択されるデバイスまたはグループを設定することができます。これは、それらのデバイスのみを

制御する必要があるユーザーアカウントを作成した際に便利です。

単一デバイスを非表示「Hide single device」：

このオプションを有効にした場合、単一のデバイスは ’My Device’ 概要（上部バーの選択ボック）で非表示になります。グループは、このオプショ

ンの影響を受けません。

モニター「Monitor」
Home > Monitor

モニター機能では、応答時間、状態、MAC アドレス、IP アドレス、Wi-Fi 状態など、関連する情報を確認することができます。これは、ネットワー

クを設定する時やトラブルシューティングの際に役立ちます。

応答時間「Response time」

応答時間は、ネットワークメッセージに応答する時間を表示します。

応答時間のライトがグリーンの時、ネットワーク接続は機能しています。

応答時間のライトがレッドの時、DiGidot C4 は無反応状態です。’time out ' の文字をクリックしてタイムアウトセッションに関する、より詳細な情

報を確認してください。

状態「Status」

デバイス状態の定義：

 ▶ Playing[ シーン名 ] ( 再生中）：デバイスはシーンまたはプレイリストを再生中です。

 ▶ Scene FPS（シーンの FPS）

 ▶ Incoming FPS（入力される FPS）
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アナログ「Analog」

アナログポートの入力値です。

名前「Name」

デバイスの名前です。

MAC アドレス「MAC Address」

デバイス固有の MAC アドレスです。

IP アドレス「IP Address」

デバイスの IP アドレスです。

Wi-Fi

内蔵 WI-Fi モジュールの状態です。

ユニバース「Universe(s) 」

これは、DiGidot C4 が受信待機している構成されたユニバースを表示しています。2 つの状態があります。

レッドの数字は、現在入力される信号データが無いことを示しています。

グリーンの数字は、入力される信号があることを示しています。

デバイスのユニバースをクリックすると、Art-Net、sACN ウォッチャーウィンドウを開き、入力されるチャンネル値を監視することができます。

ポート「Port」

これは、出力としてどのポートが設定されているのかを示します。

ポートをクリックすると、再びクリックするまで DiGidot C4 の出力をハイライト（全点灯）します。

アクション「Actions」

再起動（Restart）：現在モニターページ上で選択され表示された、すべてのデバイスを再起動します。

ハイライト（Highlight）：モニターページ上で選択され表示された、すべてのデバイスで設定されているすべての出力をハイライト（全点灯）します。

いくつかのデバイスの選択するには、’ALL DEVICES’ ボタン（上部バーの選択ボックス）をクリックして適切なデバイスまたはグループを選択して

ください。

設定概要「Settings overview」
Home > Settings

このページでは、すべての設定とデバイスの構成アイテムを表示します。

入力と出力の構成「In/Out configuration」
Home > Settings > In/out confi guration

このページでは、入力と出力の構成をすることができます。

これらのポート用に出力の種類（または DMX 入力）を選択してください。それから各ポートの青い＋（プラス）アイコンをクリックしてユニバー

スを追加します。出力オプションを編集するには、ユニバースアイテムをクリックしてください。

DiGidot C4 は、同時に 1 種類の SPI プロトコルを出力することが可能です。もし、あるポートで SPI プロトコルを選択したら、このプロトコルは他

のすべての出力ポートでも使用されます。

ただし、「DMX 入力」または「DMX 出力」との組み合わせは作成することができます。
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ポートの組み合わせ例：

ポート D1 は DMX 出力に設定されると、自動的にポート D2 が組み合わされます。これは（バランスの）DMX 信号のために 2 本のデータ線が必要

になるためです。この状態では、D3+D4 用にプロトコルを選択できるようになります。

Art-Net 出力「Art-Net out」

この機能は、入力される Art-Net、DMX、および記録されたシーン（シーンジェネレーターで作成されたシーンも含む）を Art-Net へ送信またはリ

ダイレクトするために使用することができます。

’ ＋ ’ ボタンをクリックして Art-Net 出力ユニバースを追加します。

入力ソースを選択して、送信する必要があるチャンネル数を入力します。

スタートアドレス、Art-Net ソースの IP アドレス、16 ビット入力、その他の出力オプションのようなユニバースに対する具体的な設定をさらに行

うには、’Advanced settings’ を選択してください。

Art-Net 出力ユニバースは、後で再生して Art-Net を介して再送信するために、Art-Net ストリームを記録して使用することができます。そのため、

DiGidot C4 は、Art-Net 再生レコーダーとしても使用することができます。

Art-Net 出力チャンネルは出力チャンネルとみなされ、ライセンスされたチャンネルに影響があります。

クイック編集「Quick edit」

クイック編集モードは、調整ごとに保存して構成アイテムを編集することができます。

これにより、ユニバース番号またはチャンネル数を編集しなければならない時のプロセスがスピードアップします。

注意：DiGidot C4 はユニバースを 0 から数え始めます！ MADRIX のように、一部のソフトウェアやコンソールでは、ユニバース

1 から数え始めるものがあります。

TIP（ヒント）：追加のツールが使用できます！

右上のメニュー内のブルーバーにある３つの点の中に、追加のツールを見つけることがあります。

構成の自動完了「Autocomplete configuration」

このツールを使用すると、最初のデバイスの最初のポート設定を選択されたポート／デバイスへコピーします。インターフェイスには、システム構

成によって様々な自動完了オプションが表示されます。
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グローバル設定「Global configuration」

このページでは、アドバンス設定アイテムオプションが提供され、選択されたすべてのデバイスに適用されます。以下のような設定です：

 ▶ ガンマ補正（Gamma Correction）

 ▶ カラープロファイル（Color profile）

 ▶ 予備用オプション（Fallback options）

 ▶ IP アドレスフィルター（IP Address filter）

入力監視「Input watcher」

入力監視は、入力される制御信号を監視できる便利なツールです。次の機能を切り替えることができます：

 ▶ Art-Net ／ sACN：監視したい特定のユニバースを選択することができます。

 ▶ DMX：1 つ以上のポートを DMX 入力に設定している場合、入力を切り替えます。

出力制限「Set limit for outputs」

このページでは、マスター輝度、輝度リミッター、適用電力リミッターを設定することができます。

輝度リミッター「Brightness limiter」

このオプションは、個々のチャンネルを特定のパーセンテージに制限します。つまり、すべてのチャンネルまたは LED は、決してこのパー

センテージを超えません。

例：輝度を 50％に制限します。これは、すべての個々のチャンネルは 50％を超えることはできませんが、チャンネルごとの制御範囲は同じ

ままになります。事実上パーセンテージは、各チャンネルの入力値に適用されます。

適用電力リミッター「Adaptive power limiter」

このオプションは、合計の消費電力を削減するために、結びつけられたすべてのチャンネルの合計平均出力を特定のパーセンテージへ制限し

ます。個々のチャンネルは、最大 100％で出力することができます。

例：電力を 50％に制限すると、半分のチャンネルは 100％を出力することができますが、他の半分は 0％になることを意味しています。また

は、すべてのチャンネルが 50％になります。

すべての出力チャンネルを 75％にしようとすると、すべてのチャンネルの出力は自動的に合計 50％に制限されまが、相互に関係する比率は

維持します。

設定の削除「Delete configuration」

選択されたデバイスですべての IO 構成設定を削除します。

In/Out 設定アイテムページ
Home > Settings > In/out confi guration > Universe item

ポート D1-D4 をクリックして、出力プロトコルを選択・変更してください。’ ＋ ’ シンボルをクリックして各ポートにユニバースを追加します。ユニバー

スアイテムをクリックして以下の設定を変更します。

チャンネル「Channels」：出力チャンネルの数を定義します。

ユニバース「Universe」：入力としてユニバース番号を割り当てます。

この他の設定オプションは、’Show advanced settings’ オプションを折りたたむと表示されます。
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アドバンス IO 構成「Advanced settings」

スタートチャンネル「Start channel」

このオプションでは、このユニバースで受けているスタートチャンネルのオフセット値を入力することができます。

スタートチャンネル（0 － 511）を入力することで、このチャンネルオフセットより前にあるすべてのチャンネルデータが飛ばされます。

例

目的：チャンネル 100 からチャンネル 200 までを出力チャンネル 0 － 100 として使用したい。

構成設定は次のようになります：

 ▶ スタートチャンネルは 100 に設定します。

 ▶ チャンネルは 200 に設定します。

説明：最初に、スタートチャンネルは入力の 100 チャンネル分をシフトします。これによりユニバース最初の 100 チャンネルが飛ばされます。そして、

チャンネルを 200 に設定する理由は、最初の 100 チャンネルがスキップされてスタートしており、そのため 200 チャンネルが必要となるからです。

セグメントの作成「Create segments」

このオプションでは、1 つのピクセル／セグメントになるために、複数のチャンネルまたは LED を組み合わせます。

大量の制御チャンネルを削減する必要がある場合、大きなピクセルセグメントが必要となり作成したい場合、または IC の複数チャンネルが同じチャ

ンネルを制御する場合に、このオプションの使用をおすすめします。（例：３または４チャンネル IC が、１つのパッケージまたはモジュール内の白

色 LED のみを制御するために使用される場合）

セグメントの種類「Segment type」

ドロップダウンメニューからセグメントの種類を選択してください。

セグメントなし（No segments）　－　セグメント無効（初期設定）

セグメント作成（Create segments）　－　自分でセグメントを作成することができます。

RGB(W) LED セグメント（RGB(W) LEDs segments）　－　複数の LED を一緒にリンクします。（例：チャンネル 1 ＆ 4 ＆７、2 ＆ 5 ＆ 8、…）

単一カラーセグメント（Single color segments）　－　チャンネルを一緒にグループ化します（例：チャンネル 1 ー 3、4 － 6、…）

例

3RGB ピクセルの繰り返し：出力チャンネル、1,2,3,4,5,6,7,8,9 は、入力チャンネル、1,2,3 と一致します。

制御チャンネルを減らすために、ピクセル製品を単純な ’1,2,3’ チェイサーに変換する：入力チャンネル 1,2,3 を以下の出力順番へコピーします。
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ピクセルサイズの増加／チャンネルの減少：複数のチャンネルを 1 つに組み合わせる／グループ化して、入力チャンネルを節約します。

注意：入力チャンネルの組み合わせは、出力チャンネル数を減らすことにはなりません。

DiGidot C4 は常にライセンスに対応する出力チャンネルの合計数によって制限されています。入力ユニバース数の制限はあり

ません。

ガンマ補正「Gamma correction」

ガンマ補正は、出力の全体的な輝度を調整します。高い彩度のエフェクト映像ではなく実写を表示したい場合に、このオプションを使用します。

カラープロファイル「Color profile」

例えば RGB から BGR のように、LED カラーの順番を再配列します。いくつかの標準的な変換プロファイルを選択するか、独自のカスタムプロファ

イルを作成することができます。これは、一部の LED 製品で必要になることがあります。DiGidot C4 は、選択した IC/SPI プロトコルの技術仕様書

に記載された初期設定のカラー順番を使用しています。

予備用のカラー「Fallback color」

この機能では、入力される信号が無くなったことを検出したら、すぐにすべての出力チャンネルへ送られるカラーを選択することができます。

カラー「Color」

LED チャンネルごとに 0 から 255 の間で RGB(W）の値を入力するか、カラーピッカーを使用して簡単にカラーを選択します。カラーピッカー

を使用した場合、下側にあるスライダーを調整して彩度と輝度も調整することができます。予備用のカラーを選択したら、カラーピッカーの

中央にある　　ボタンを押して選択を確定してください。

タイムアウト「Timeout」

信号が喪失した後に、予備用のカラーが有効になるまでの遅延／タイムアウトを秒単位で入力します。

アドバンス入力「Advanced input」

その他ユニバースに関する特定の設定を変更することができます；

 ▶ IP アドレスからの信号のみを受け付ける「Only accept signal from IP Address」：このユニバースで受信する専用の IP アドレスを入力し

ます。

 ▶ アナログ調光「Analog dimming」：この IO 構成アイテムの全体輝度を制御するためのアナログ入力を 3 つの中から選択します。

 ▶ 16 ビット入力「16-bit input」：DiGidot C4 に 16 ビットデータが送信される場合、1 つのカラーチャンネルのために 2 つの入力チャンネ

ルを使用します。もし IC が 16 ビットに対応していないため、16 ビットを 8 ビットに変換したいなら、このオプションを有効にしてく

ださい。もし入力が 16 ビットで使用する IC も同じ場合は、自動的に実行されます。

 ▶ セカンド入力（HTP マージ）「Second input, HTP Merge」：これにより選択されたユニバース同士をマージして、マージされた信号を指

定された出力へ送出します。希望するユニバース、スタートチャンネル、マージしたいチャンネル数を入力してください。
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アドバンス出力「Advanced output」

 ▶ マスター調光を短絡「Bypass master dimmer」：この出力をマスター調光または輝度トリガーで調光したくない場合は有効にしてくだ

さい。

 ▶ 再送信するまでの最大時間「Max time until resend」：所定の時間内に受信する信号がなかった場合、現在の出力は IC（LED）へ再送信

されます。これは、一部の IC で一定の期間 SPI を受信されないと初期のカラーかシーケンスに切り替えることがあるため、データの問

題と IC のタイムアウト機能の発生を防止するために使用します。これにより、フレームレート（FPS）が低下する結果となる場合もあ

ります。'Delete' を押すとこの値を含めて初期設定値へリセットします。＞特定の D ポートの青い＋ボタンを選択すると新しいユニバー

スを再び生成します。

アドバンスオプションの調整が完了したら、’SAVE' をクリックして設定を保存してください。

TIP（ヒント）：出力のテストを素早く行うため、　　電球アイコンをクリックすると、すべてのポートを白の全点灯に切り替え

ることができます。

ネットワーク設定「Network settings」
Home > Settings > Network

このページでは、DiGidot C4 のネットワークに関する設定をイーサネット（有線）と Wi-Fi（無線）両方のタブで表示します。（日本国内では有線イー

サネットのみ使用できます）

MAC アドレス「MAC Address」

これは、デバイスへ割り当てられる一意の MAC アドレスです。このアドレスは変更することができず、識別とネットワークコミュニケケーション

に使用されます。

イーサネット設定

IP アドレス「IP Address」

DiGidot C4 のイーサネット IP アドレスです。

サブネットマスク「Subnet-mask」

デバイスのネットワークブロードキャスト範囲です。

スマートイーサネット DHCP

スマート DCHP サーバー（Smart DHCP server）を有効または無効にします。有効にすると、DiGidot C4 はイーサネットを通して接続しているデバ

イスに IP アドレスを割り当てます。

イーサネットの設定を変更した場合は、’SAVE’ ボタンをクリックして保存してください。

54 C4 Manual    Version 2.2.0 



Wi-Fi 設定

日本国内では、Wi-Fi 機能を使用することはできません。
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デバイス設定「Device settings」
Home > Settings > Device

このページでは、DiGidot C4 のデバイス設定が表示されます。

デバイス名「Device name」

デバイスを識別することができるデバイスの名前です。

ステータス LED「Status LEDs」

ステータス LED）は、4 種のレベルで調光ができます。

 ▶ 100％

 ▶ 25％

 ▶ 10％

 ▶ 0％（消灯）

イーサネット LED「Ethernet LEDs」

イーサネット LED を無効化／有効化します。

時刻設定（Extended のみ）

インターフェイスをロードした時に、コンピューターまたはスマートデバイスの時刻を DiGidot C4 と同期することが可能です。無効にしたら、手

動で時間と日付を入力することができます。時刻は、シーンのトリガーに使用することができます。いったん時刻と日付が設定されたら、基板上の

バッテリーが内部時計の実行を維持します。

アクション「Actions」

再起動「Restart」ー DiGidot C4 を再起動します。

SD をフォーマット「Format SD」ー DiGidot C4 にささっているマイクロ SD をカードをフォーマットします。（Extended のみ）
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リモートデバイスマネージャー「Remote Device Manager」
Home > Settings > Remote Device Manager

DiGidot C4 の RDM 機能を使用するには、最初に DMX 出力や DMXTTL、PxLNet 対応プロトコルのように、互換性のあるプロトコルが、入力／出力

の設定ページで構成される必要があります。さらに、RDM は接続しているすべてのデバイスが RDM 対応、または RDM が有効になった時だけに機

能します。

RDM デバイスの検出

（新たな）RDM デバイスを検出するには、上部またはデバイスリストにあるリフレッシュ、または検出ボタンをクリックしてください。

検出（Discover）：デバイスリスト全体を再読み込みします。

継続検出（Ongoing discover）：新たなデバイスのみを検索して、以前に検出されたデバイスは一覧に表示を続けます。

RDM 設定

RDM 設定メニューには、互換デバイス用のファームウェアアップデートマネージャーとなる ’Update devices’ などの追加機能が表示されます。

デバイス情報「Device info」

このウィンドウには、利用可能なすべてのデバイス情報が表示されます。

一般情報「General information」：製造業者によって入力された情報を表示します。

設定「Configuration」：利用可能な構成設定のすべてを表示します。デバイス名は初期設定のデバイス名ですが、このページで変更すること

ができます。

状態「Status」：デバイスがこの機能に対応している場合、デバイスから返信された情報を表示します。

パーソナリティ「Personality」：デバイスがこの機能に対応している場合のみ、このタブが表示されます。パーソナリティページでは、様々

なデバイスの操作モードを表示します。

ハイライト機能

ポートハイライト「Port Hightlight」ー特定のポートに接続されたすべての RDM デバイスをハイライトします。

RDM デバイス「RDM Device」ーこのハイライト機能は、デバイスの場所を確認するために特定のデバイスのみをハイライトします。

ライセンス「License」
Home > Settings > License

このページでは、DiGidot C4 デバイスのライセンスを確認することができます。

ライセンスアップグレード
※　日本国内の場合、ライセンスアップグレードについてはウシオライティングへお問い合わせください。

’Buy license’ をクリックして指示に従ってください。

オンラインでもライセンスアップグレードを購入することが可能です。www.digidot.eu にアクセスして、アカウントを作成、自身のデバイスを登

録してマイアカウントページの ’my devices' タブからアップグレードすることもできます。

DiGidot C4 をアップグレードするその他の手軽なオプションとしては、スマートデバイスのカメラを使用する方法があります。DiGidot C4 デバイ

スラベルにある QR コードを読み込んで、リンクに従って当社のウェブサイトへアクセスしてください。
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DiGidot C4 ライセンスのアップグレード中に問題があった場合は？

当社のウェブサイト上で、詳細なアップデート手順を確認することができます。

アップグレード手続きには、デバイスの QR コードまたは MAC アドレス、シリアル番号、顧客情報／会社情報が必要となります。

DiGidot C4 のアップグレードに問題がありましたか？その際は当社までご連絡ください。support@digidot.eu

※　日本国内の場合は、ウシオライティングまでお問い合わせください。

注意：もし早急にアップグレードが必要な場合、アップグレードのチェックアウト手順の中でクレジットカード、PayPal、iDeal、

SOFORT バンキング、銀行の連絡先を選択してください。

他の支払い方法だと、支払い完了してから処理するのに数日かかります。そのため、アップグレードに遅れが生じます。

オフラインアップグレード

DiGidot C4 はインターネット接続がなくても、いつでもアップグレードすることができます。

デバイスをアップグレードするには、次の手順に従ってください：

0. 製品ラベルに記載された MAC アドレスとシリアル番号を書き留めます。

1. インターネット接続しているコンピューターまたはスマートデバイスで当社のウェブサイト www.digidot.eu へアクセスします。

2. 自分のアカウントにログインするか、当社ウェブサイトでアカウントを作成します。

3. ’My devices’ に移動して、MAC アドレスに基づいてアップグレードしたいデバイスを選択します。

もし、まだ自分のデバイスを自身の DiGidot アカウントに追加していなかったら、MAC アドレスとシリアル番号、または製品キーを入

力して ’Add device’ ボタンをクリックするか、デバイスに内蔵カメラがあったら ’Scan QR Code’ ボタンを使用することができます。

他のオプションとしては、カメラモードでスマートデバイスを使用する方法があり、DiGidot C4 デバイスラベルの QR コードを撮影して、

当社のウェブサイトへアクセスします。

4. 次に、デバイスのアップグレードオプションを選択します。その後チェックアウトを完了させます。

5. 支払いが完了した後、’my devices' ページで再び自分のデバイスを確認することができ、ライセンスキーをダウンロードすることができ

ます。または、’license key' の E メールに添付されたライセンスキーをコピーします。

6. ファイルを開き、ライセンスキーの文字をコピーします。

7. DiGidot C4 のインターフェイスに移動して、Settings ＞ license に入ります。それから ’Offline upgarade' のオプションにチェックを入れ

ます。文字欄が表示されます。ライセンスキーを欄に貼り付けて、’upgrade' をクリックしてください。

アカウント「Account」
Home > Settings > Account

このページでは、アカウントオプションを有効にすることで、アカウントの作成ができるようになります。ポップアップが表示されて ’admin' アカ

ウントを作成します。これらのログイン資格情報は、DiGidot C4 にログインする際に確認されます。

’admin' アカウントが作成された後は、様々なアクセスレベルのアカウントを作成することが可能になります。これは、一部のユーザー用にインター

フェイスの一部へ限定されたアクセスを可能にするために使用することができます。例として、あるユーザーはシーンとプレイリストのみ再生する

ことができます。ユーザー（’ ユーザー ’ 権限付与）はログインした時、自動的にシーンページへ移動させられます。

58 C4 Manual    Version 2.2.0 



インターフェイス設定「Interface settings」
Home > Settings > Interface

このページには、いくつかのユーザーインターフェイスに関するオプションがあります。これらの設定はブラウザー、または DiGidot C4 アプリケー

ションに保存されます。

テーマ「Thema」

希望する場合、'Light（明るい）' から 'Dark（暗い）' カラーモードへ切り替えます。

開発者モード「Developer mode」

このモードは、ホームページ（初期画面）に 'Console' メニュー項目を追加します。上級ユーザーのみが使用するコマンドエディターを開きます。

DiGidot のサポートから指示があったら、同様に開いてください。

アップデート「Update」
Home > Settings > Update

インターネット接続がある場合、ユーザーインターフェイスは自動的にファームウェアアップデートが利用可能であるかどうかを表示します。

一度に複数のデバイスのアップデートが可能であることに注意してください。アップデートの前に、接続しているすべてのデバイスが同じファーム

ウェアバージョンであること、すべてのデバイスの電源が入っていること、有線イーサネットで接続されていることを確認してください。インター

フェイスからのアップデートは次の手順に従ってください。

オフラインアップデート

インターネット接続ができない場合、当社のウェブサイトから最新のアップデートファイルをダウンロードして、手動で DiGidot C4 へアップロー

ドすることができます。

ウェブブラウザーを開いて次のアドレスを入力してください：http://<ip-address of the DiGidot C4>/fwupdate.htm

’ ファイルを選択 ’ ボタンをクリックしてアップデートファイルの場所を表示して選択します。そして、’Install’ をクリックしてアップデート処理を

開始します。（これには数分かかります。）

アップデートが完了した後に、DiGidot C4 のステータスライトはアイドル状態に戻り、ブルーとライトブルーをフェードするようになります。

初期設定では、DiGidot C4 の IP アドレスは、10.254.254.254 です。IP アドレスの設定をしたら、その IP アドレスでも同様に使用することができます。

バックアップとリストア「Backupu and Restore」
Home > Settings > Backup and restore

DiGidot C4 には、複数のデバイスから設定のバックアップを可能にするバックアップ機能があります。バックアップはすべてのアカウント設定、ネッ

トワーク設定、デバイス設定、トリガー、プレイリスト、シーンを保存することができます。

グループ設定はバックアップされないので注意してください。シーンを含むバックアップを作成するには、シーンのサイズと期間によって長時間か

かることがあります。シーン、トリガー、プレイリストをバックアップするその他の素早い方法としては、DiGidot C4 からマイクロ SD を取り外し、

コンピューターへ手動でコピーすることです。
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バックアップを作成するには 3 つの方法があります：

バックアップを保存（SAVE BACKUP）：ブラウザー／アプリケーションのアプリケーションメモリーへバックアップを保存します。このバックアッ

プは、インターフェイス内部のリストアオプションとして表示されます。

バックアップの書き出し（ブラウザーバージョンのみ）（EXPORT BACKUP）：バックアップを作成して ZIP ファイルとしてダウンロードされます。

この ZIP ファイルは、’Upload backup file（バックアップファイルのアップロード）’ で使用することができます。

SD カード上に保存（BACKUP ON SD CARD）：SD カード上にバックアップを作成します。このバックアップは、DiGidot C4 が起動する毎にリストア（復

元）されます。もし設定を何か変更したら、再起動後に消失します。変更した設定を保持するには、SD カード上に新しいバックアップを作成する

必要があります。バックアップを削除すると、起動時にそれからロードされないようになります。

次のフォルダに移動します。 ‘settings’ -> ‘File browser’ -> C4 を選択 -> ‘SYSTEM フォルダー ’ -> ‘SETTINGS フォルダー ’　次に、このフォルダ内のファ

イルを削除します。

注意：これはネットワーク、デバイス、入力／出力設定のみを SD カード上に保存します。

サポート概要「Support overview」
Home > support

このページには、サポートのアイテムが表示されます。

説明書「Manual」
Home > support > Manual

このページでは、DiGidot C4 に内蔵している説明書を表示します。この説明書は、接続している DiGidot C4 ファームウェア／インターフェイスと

常に互換性があります。このページを開くためにインターネット接続は不要です。

F.A.Q.
Home > support > F.A.Q.

このページでは、DiGidot ウェブサイトから F.A.Q ページをロードしてよくある質問に対する回答の助けとなります。このページは、インターネッ

ト接続が必要です。

サポートチケット「Support Ticket」
Home > support > Support ticket

サポートチケットページでは、ファームウェア／インターフェイスのバグ、機能の探求または現在の機能の改善に関することをフォームへ入力する

ことができます。バグが報告されたら、バグレポートをダウンロード（ブラウザーのみ）して、’Bug report file’ 入力で選択することをおすすめします。

これにより、問題の早期解決が容易になります。状況を記録したスクリーンショットや動画も問題解決の助けとなります。このページは、インター

ネット接続が必要です。
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一般的なトラブルシューティングチェックリスト

1.　すべてのケーブルと接続をもう一度確認してください。

2.　DiGidot C4 へ正しく電源が供給されていますか？　最低電圧は 5Vdc です。

3.　LED へ正しく電源が供給されていますか？

4.　すべての電源装置は正しく主電源へ接続されていますか？

5.　ネットワークのセットアップは正しく行われていますか？

　　5.1　IP アドレスの競合（重複）を避けてください。

　　5.2　サブネットマスクの範囲が正しく設定され、すべての IP アドレスが適切な範囲内に設定されていることを確認してください。

6.　入力と出力は正しく構成されていますか？

　　6.1　正しい IC/SPI プロトコルが設定されていることを確認してください。

　　6.2　入力と出力がシステムセットアップに一致していることを確認してください。

　　注意：一部のソフトウェアでは、スタートユニバースはユニバース 0 ではなく 1 からカウントを始めます。

7.　使用している DiGidot C4 出力ターミナルからのグランド（DC-）は、LED 製品の電源装置にあるすべてのグランドに接続されていますか？

8.　1 つ以下のブラウザーセッションがオープンになり、DiGidot C4 インターフェイスに接続していることを確認してください。

9.　ブラウザーキャッシュをクリアーするかシークレットモードを試してください。

10.　インターフェイスページの上部をプルダウン（下に引っ張る）してインターフェイスを更新してください。引っ張って更新する操作は、 

Scenes、Playlist、 Account、Triggers、Input & output configuration、Network、License、Update、File browser、Device の各ページで実行す

ることができます。

11.　ファクトリーリセットを実施してください。C4 から電源を外し、本体ボタンを押しながら再び電源を入れます。最低 10 秒間はボタンを押し

たまま保持します。ステータス LED がイエロー点滅したらファクトリーリセットが始まります。ステータス LED がイエロー点灯に変わったら

本体ボタンを離してください。リセットと再起動には約 15 秒かかります。 In/out configuration、Network,、Device、Account などすべての

設定が無くなることを考慮して実施してください。Scenes、Playlists、 Triggers、バックアップファイルのようにマイクロ SD カード上に保存さ

れたファイルは残ります。 

TIPS とトラブルシューティング
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ライトの色 カテゴリー 詳細

ブルーとシアンライトのフェード 情報

エラー

情報

情報

情報

情報

情報

情報

情報

エラー

エラー

エラー

エラー

エラー

DiGidot C4はライセンス付きでアイドル状態

DiGidot C4は入力信号を受信（Art-Net、sACN、DMX）

DiGidot C4はシーンを再生中

DiGidot C4はシーンの記録中または処理中

設定の保存に成功、またはデバイスの発見に成功

DiGidot C4はWi-Fiファームウェアのアップデート中

ファクトリーリセットの準備中、フェードが止まるまでボタンを押し続けてください

一時的にWi-Fiアクセスポイントが有効

一般的な（一時的な）不明なエラー

マイクロSDカードはフォーマットが必要です

DiGidot C4システムは固まっています、リセットが実行されます

内部バッテリーが空、または問題があります

DiGidot C4がクラッシュしました、リセットが実行されます

スタートアップ中にセルフテストに失敗しました

ブルーとグリーンのフェード

ブルーとマジェンタのフェード

ブルーとホワイトのフェード

グリーンと消灯のフェード

ホワイトと消灯のフェード

イエローと消灯のフェード

ホワイトからシアンへ点滅

3秒間レッド点滅

交互にレッド

交互にブルーとレッド

交互にレッドとイエロー

交互にレッドとホワイト

交互にパープルとパープル

ステータス LED

デバイスにはいくつかのステータス（状態）があります。様々なステータスが、DiGidot C4 の上面と側面にある両方のステータス LED を使用して

表されます。

ステータスライトインジケータの定義は以下の通りです：

注意：バッテリーエラーの場合：上面と側面、両方のステータスライトが 3 秒間交互にイエローからレッドに点灯します。詳細

については DiGidot へお問い合わせください。

ネットワークステータスライト

イーサネット左側 LED（オレンジまたはグリーン）　－リンクが確立されています

イーサネット右側 LED（グリーン点滅）　ーデータ転送がアクティブです

DiGidot C4 コントローラーのバッチの一部は、単色のイーサネットライトになっている場合があります。しかし左側と右側のライトは上記と同じ

ステータスを表します。

注意：デバイスの電源が入っていてネットワークに接続している時にステータスライトが点灯しない場合は、ステータスライト

がユーザーインターフェイスで消灯に設定されている可能性があります。

ユーザーインターフェイスを開き、Home > Settings >Device へ進んで設定を確認して、再び点灯するように切り替えてください。

62 C4 Manual    Version 2.2.0 



DiGidot C4 から信号が出力しない

以下の点を確認してください：

 ▶ DiGidot C4 の電源が入っている。

 ▶ Master Brightness（マスター輝度）とポートリミッターがゼロに設定されていない。

 ▶ HSV フィルターがブラックに設定されていない。

 ▶ 入力と出力が設定されている。

 ▶ シーンは出力と互換性がある。

 ▶ DiGidot C4 と最初の LED/IC 間のケーブル長が 2m 以上ある場合、最小限の長さまで短くして問題が解決するか確認してください。コン

トローラーが正常に出力するようになったら、セットアップしたデータケーブルが長過ぎます。

 ▶ 制御する必要がある照明器具 /LED に電源が入っている。

DiGidot C4 が信号を受信していない

以下の点を確認してください：

 ▶ DiGidot C4 の電源が入っていて適切に Art-Net または sACN のコンソール / コンピューターと接続されている。

 ▶ DiGidot C4 の上面と側面に位置するステータスライトが入力される信号を示します。C4 のステータス LED がグリーンとブルーでフェー

ドしている時は信号を受信しています。（製品説明とステータスライトの説明を参照してください。）

 ▶ DiGidot C4 デバイスのネットワーク、入力と出力の設定が正しくセットアップされている。

 ▶ 信号を送信しているコンピューター / デバイスがネットワーク設定に一致したセットアップになっている。

 ▶ 信号を送信しているコンピューター / デバイスが入力ユニバースに一致したセットアップになっている。

 ▶ 入力される信号のステータスは Monitor ページのインターフェイス内でも確認することができます。

Art-Net ソフトウェアが DiGidot C4 を認識しない

以下の点を確認してください：

 ▶ DiGidot C4 の電源が入っていて適切に Art-Net または sACN のコンソール / コンピューターと接続されている。

 ▶ 各種ソフトウェアから DiGidot C4 を発見できるようにするためには、正しくネットワークと 1 つ以上の出力が設定されていることを確

認する必要があります。

 ▶ DiGidot C4 コントローラーは、最も知られた Art-Net コンソールとソフトウェアで動作することが報告されます。一部の Art-Net コンソー

ルは 2.0.0.255 の範囲内のみで動作します。必要に応じてデバイスを同じ範囲に設定してください。

コンソールまたはソフトウェアが DiGidot C4 の検出に失敗し続ける場合は、DiGidot C4 デバイスの再起動を試してください。もしそれでも問題が

解決しない場合は、DiGidot サポートへお問い合わせください。
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C4 コントローラーが起動しない

DiGidot C4 コントローラーと PxLNet Transmitter を一緒に使用している場合、C4 コントローラーが起動しないことがあります。

DiGidot C4 と DiGidot PxLNet Transmitter は正常に動作するために、最低内部動作電圧が必要です。最初に製品の動作最低電圧を再度確認してくだ

さい。複数のデバイスを同じ電源に接続している場合は、すべてのデバイスで合計した突入電流が電源の出力容量を超えている可能性があります。

つまり起動中に十分な電力が供給されていないことを意味します。

解決方法：

 ▶ 電源を切ります。

 ▶ 同じ電源に接続しているデバイスの数を 1 つに減らします。

 ▶ 再度システムに電源を入れて、最初のデバイスが正しく起動するかどうか確認します。

 ▶ 再び電源を切り次のデバイスの接続を戻します。

 ▶ 起動時にコントローラーの開始が失敗する数まで、この手順を繰り返します。

 ▶ 次のデバイスを起動するために別の電源を使用するか、突入電流を低減させるために遅延スイッチ回路を使用します。

以下を確認します：

 ▶ DiGidot C4 または PxLNet Transmitter で測定された動作電圧は、少なくとも仕様の通りになっている。

 ▶ ケーブルは著しい電圧降下を引き起こさない。

解決方法：

 ▶ 接続されているデバイスの数を減らす。

ファクトリーリセット

まったく動作しなくなったように見える時に、一部の問題ではファクトリーリセットが必要になります。この方法で DiGidot C4 デバイスは、工場

出荷状態に戻ります。ファクトリーリセットは、入力 / 出力設定、デバイス設定、ネットワーク設定、ユーザーアカウントをリセットします。

記憶したシーン、プレイリスト、トリガーは削除されません。リセット後にデバイスは IP アドレス 10.254.254.254 からアクセスすることができます。

警告！　削除した設定は復元することができません。デバイスをリセットする前にバックアップを作成してください。

ファクトリーリセットの手順：

1.　DiGidot C4 の電源を切ります。

2.　本体ボタンを押しながら再び電源を入れます。5 秒間ボタンを押したまま保持します。上面と側面のステータス LED 両方が 5 回イエロー点滅し

て、点灯に変わったらボタンを離してください。デバイスが再起動して使用の準備が整います。

 

デバイスに近づくことができないためこのリセット作業を実行できない場合、もし C4 ネットワークがインターネットに接続しているコンピューター

に接続している、または接続できるなら、リモートアシスタントのために DiGidot サポートへお問い合わせください。
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DiGidot C4 のセットアップで問題がありますか？

マニュアルにあるすべての手順に従って実行しても DiGidot C4 のセットアップに問題がある場合は、当社のオンラインサポートページをご利用く

ださい。digidot.eu/support　または E メールをお送りください：support@digidot.eu　E メールにはバックアップファイルを作成の上、添付して

お送りください。それにより当社技術者のトラブルシューティングがより簡単になります。

もし DiGidot C4 のユーザーインターフェイスに接続できないなら、Google Chrome を開きアドレスバーに http://10.254.254.254 と入力して Enter

を押して開くかどうかお試しください。

ユーザーインターフェイスが読み込まれない、または反応しないように見える場合はページを再読み込みすることができます。再読み込みによって

問題が解決しない場合は、以下の点を確認する必要があります：

 ▶ 配線の説明に従って DiGidot C4 が電源に正しく接続されていることを確認してください。

 ▶ デバイスがコンピューターまたはモバイルデバイスに接続されていることを確認してください。

 ▶ ブラウザーのキャッシュを空にしてください。（キャッシュのクリア）

 ▶ IP が競合していないか確認してください。

 ▶ ネットワークの接続と設定を確認してください。RJ45 バスのイーサネットステータスライトでネットワークケーブルの接続を確認する

ことができます。

コンピューターのネットワークが DiGidot C4 と同じ範囲内にあることを確認してください。例えば、DiGidot C4 が IP アドレス「10.0.0.2」とサブネッ

トマスク「255.0.0.0」を使うように構成されていたら、コンピューターネットワークはサブネットマスク「255.0.0.0」で、同じ「10.x.x.x」の範囲

にする必要があります。

DiGidot C4 を利用してネットワーク接続のテストを実施することができます。

Windows の場合

スタートメニューをクリック　＞　すべてのアプリ　＞　Windows システムツール　＞　コマンドプロンプト

スタートボタンを右クリック　＞　コマンドプロンプト　からも Windows コマンドプロンプトを見つけることができます。

Mac OS の場合

ユーティリティフォルダーを開く　＞　アプリケションフォルダーでターミナルアプリを開く　または CMD + スペースバーをクリックして

Spotlight を使用することができます。そこてターミナルアプリを検索します。

「Ping」と DiGidot C4 の IP アドレスを入力します。「ping 10.254.254.254」　それからキーボードの Enter キーを押して DiGidot C4 デバイスへ Ping（ピ

ング）を行います。タイムアウトは接続が切れていることを表します。

それでもまだ DiGidot C4 にアクセスできないなら、インターフェイスページが正常に読み込まれていないか検出されたデバイスが自動的に追加さ

れていないので、ブラウザーのキャッシュを空にして電源を再投入してからユーザーインターフェイスを再読み込みしてください。
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DiGidot C4 のユーザー名またはパスワードを忘れましたか？

ユーザー名かパスワードを忘れた場合、DiGidot C4 のファクトリーリセットを実行することができます。リセット機能により、工場出荷時の設定

に復元されます。マイクロ SD カード上にある情報は消去されません。リセット後は初期設定の IP アドレスでデバイスに接続できます。

もしバックアップを作成していたら、バックアップ＆リストア手順に従ってデバイスの設定を復元することができます。

使用するプロトコル /IC が見つかりませんか？

DiGidot C4 は市場にあるすべてのピクセルコントローラーのなかで最も多くの SPI プロトコルに対応しています。しかし、テクノロジーの進化は早

く、新しいプロトコルの IC 製品が市場に出たことを、常に我々が最初に知ることができるわけではありません。

当社の対応 IC 概要にリストアップされていない IC を所有している、または使用したい場合は、support@digidot.eu へご連絡ください。新しいファー

ムウェアアップデートによって、すぐに使用する IC へ対応するために最善を尽くします。

出力と最初の LED/IC の間をより長いケーブルで対応する必用がありますか？

出力と LED/IC の間のケーブルが 2m 以上ある場合、システムが正常に動作するために信号をブーストすることを推奨します。PxLNet Transmitter

や PxLNet Tranceiver のような DiGidot 範囲拡張機器を使用してください。当社のウェブサイト　www.digidot.eu から見つけることができます。

DiGidot PxLNet 範囲拡張機器は、SPI 信号範囲を最大 250m まで延長することができます。これは DMX には当てはまりません。DMX 信号は、標準

範囲として最大 500m です。

注意：SPI（Serial Peripheral Interface　シリアル周辺装置インターフェイス）プロトコルは、もともと基板上のマイクロコント

ローラーとその他ハイスピード処理構成部品の間を通信するために設計されています。そのため、SPI プロトコルは主に非常に

高速（MHz の範囲内）で通信して、PCB（Printed Circuit Board プリント回路基板）を離れるように設計されていないので、デー

タ信号を転送するために長いケーブルを引くことを考慮していません。つまりケーブルの長さが長すぎると多くの不具合が発生

することを意味しています。
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一部の LED/ カラーが正しく反応しない

これは電圧が特定の最低値を下回った時に発生する一般的な問題です。LED ストリップの末端で電圧を測定してください。例えば 5Vdc の製品を駆

動しているなら、データ信号もこのレベルで実行されることに注意してください。例えば電圧が 3.5Vdc まで降下していたら、IC は正常に動作する

ことができないことを意味し、データパケットは破損します。LED には、LED とカラーごとに特定の最低電圧（順電圧）も必用になります。

電圧降下の理由としては以下の点が挙げられます：

 ▶ 電源と LED 製品の間で長過ぎるケーブルが使われている。

 ▶ 電源と LED 製品の間で不適切な線径を使用している。

 ▶ LED 製品の設計において十分な高電流を流すことが不可能である。（小さすぎる銅の回路で抵抗が高い）このため、例えば一部の LED ス

トリップはデイジーチェーン（数珠つなぎ）をすることができません。技術仕様については、LED 製品の製造業者へお問い合わせください。

流れる電流の量に基づいて（同時に点灯する LED/ カラーの量）、電圧は変動して間欠的な障害を引き起こすことがあります。これは一部の例にお

いてすべて動作しているように見える場合もあれば、時々コンテンツまたはカラーが変化した時に動作しない場合があることを意味しています。

解決方法：

配線の開始地点で電圧計を使って電圧を測定してください。もし電源の電圧と比較して既に開始地点で電圧が降下していたら、電源ケーブルを短く

する、または電線の径を太くするか、可能であれば電源の電圧を上げてください。（一部の電源では電圧調整ポテンションメーターがあり、出力電

圧を数パーセント上げるために使用することができます。）

注意：データ配線の開始地点と最初の LED 製品で供給電圧を超えないでください。

障害が見られる LED の前（例えば配線の中間）または配線の末端のような、いくつかの地点（著しい電圧降下が測定された場所）

で電圧を再供給する方法もあります。

注意：電源の再供給は同じ電源装置から行う必要があります。もし他の電源装置が使われる場合は、グランド電位のバランスを

取るためにすべての電源装置のすべてのグランドを接続する必要があります。

ヒント：DiGidot C4 から LED 製品へデータを転送するために極端に太い線を使わないでください。そうすると障害が発生する

危険性が高くなるだけです。一般的に、当社ではデータ信号用の線径は、0.3-0.5mm2（20-22 AWG）を推奨しています。

SD カードがない

DiGidot C4 Extended バージョンは、DiGidot マイクロ SD カードが必要です。DiGidot マイクロ SD ケードが挿入されていない、または適切にフォー

マットされていない場合、ステータスライトが交互にレッド点滅します。

解決方法：マイクロ SD カードを（再）フォーマットしてください。
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 ▶ ユーザーインターフェイスで File Browser へ進み、左側の欄から使用しているデバイスを探します。デバイス列からツールアイコンを使

用してマイクロ SD カード情報ダイアログを開くことができます。

 ▶ マイクロ SD カード情報ダイアログから Format SD Card を選択します。これによりマイクロ SD カードをフォーマットします。保存さ

れているすべての情報が消去されるので注意してください！

 ▶ フォーマットプロセスを続ける確認をしてください。

マイクロ SD カードが DiGidot C4 Live バージョンに挿入されている場合、両方のステータスライトが交互にレッド点滅します。

解決方法：マイクロ SD カードを抜いてデバイスを再起動してください。

C4 Extended がクラッシュ

DiGidot C4 Extended がクラッシュした場合、または予期しないマイクロ SD カードエラーが発生した場合は、電圧の問題があるかもしれません。

DiGidot C4 のマイクロ SD カードドライブは正しく動作するために最低電圧が必要です。一部の状況下で動作不良を引き起こす突然の電圧降下が発

生する可能性があります。

電源装置の電圧が常に最低 5V あるかどうか、再度確認してください。

不明なエラー

リセットを実行するために DiGidot C4 を電源供給元から接続を切り、再度接続してください。トラブルシューティングのヒントやリセットによっ

て問題が解決しない場合、テクニカルサポートチケットを開く必要があります。当社のウェブサイトのサポートチケットフォームに必要事項を記入

して送信してください。

インターフェイスの問題

当社は継続的に新しい機能、改良、そしてバグの修正を行っています。もしインターフェイスの問題を感じた場合や開発中の新機能をテストしてみ

たい場合、ある程度安定したベータインターフェイスバージョンを提供しています。ベータバージョンを使用するには：Home > Settings > Update

に進み、ファームウェアバージョン概要からベータファームウェアを選択してください。ベータバージョンはリストの最後に表示されています。

いずれの場合であっても、インターフェイスの問題に直面したら、E メールにて当社へご報告ください。support@digidot.eu

すべての FAQ とより詳細なサポートについては当社のウェブサイトを御覧ください。 https://digidot.eu/support/faq

FAQ　　　
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DiGidot では、設備のための様々な周辺機器を提供しています。

以下の DiGidot 製品のご注文は、DiGidot の販売店へお問い合わせください。

トランスミッターとレシーバーモジュール

DiGidot PxLNet Transmitter

Art. no.： 20342

 ▶ 動作電圧： 12-24Vdc

 ▶ 最大 4 つのアンバランス SPI 信号を PxLNet に変換して最大 250m の長距離を送信します。（DiGidot レシーバーモジュールが必要です。） 

 ▶ 4 つの DMX TTL 信号を 4 つのバランス DMX 信号に変換します。

 ▶ すべてのグランドが内部接続

DiGidot PxLNet Transceiver 2

Art. no.：20353xx

 ▶ 動作電圧 ：5-48 Vdc

 ▶ 2 つの動作モード：

 ▶ 受信モード：PxLNet を元の SPI プロトコルに変換

 ▶ 送信モード：SPI プロトコルを PxLNet に変換

 ▶ DMX から DMX TTL へ変換

 ▶ ステータス LED インジケーター

 ▶ 250m の信号範囲

 ▶ ほとんどの SPI 制御 LED ストリップの開始点または終点に半田付け可能

 ▶ RJ45 バスと信号入力用の半田付けパッド

DiGidot TRRS トリガーケーブル

Art. no.： 20903

 ▶ DiGidot C4 Extended で使用する 3 アナログトリガー入力に接続するスペアケーブル

 ▶ 長さ 1m

DiGidot RJ45 ネットワークケーブル

Art. no.：20330

 ▶ DiGidot C4 を接続してデイジーチェーンするための RJ45 ネットワークケーブルのスペア（DiGidot C4 Extended に付属）

DiGidot USB 電源ケーブル

Art. no.：20331

 ▶ DiGidot C4 を 5Vdc の USB ポートへ接続するための電源ケーブルのスペア（DiGidot C4 Extended に付属）

DiGidot DIN レールクリップ

Art. no.：20902

 ▶ DiGidot C4 用のオプション DIN レール取り付けクリップ

周辺機器
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DiGidot 8GB マイクロ SD カード

Art. no.：20901

 ▶ DiGidot C4 Extended 用の工業グレードマイクロ SD カードのスペア（DiGidot C4 Extended に付属）

DiGidot RJ45 DMX アダプター

Art. no.：20329

 ▶ PxLNet トランスミッターポートから来たネットワークケーブルを接続して、様々な XLR-3 ソケットを備えた DMX 制御製品を接続する

ことができます。

その他の DiGidot 製品、トランシーバーキットとアクセサリーについては、当社のウェブサイトをご覧ください。www.digidot.eu.
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オンラインリソース

技術仕様書、最新の資料、マニュアル、製品情報、サポートとアップグレードについては、当社のサイトを御覧ください。www.digidot.eu.

注釈　　　

このマニュアルは細心の注意を払って作成されています。しかし、矛盾している点や不明瞭な点があった場合は当社にご連絡ください。このマニュ

アルと機能固有の手順は、マニュアルバージョンのチャプターに示されたファームウェアとインターフェイスバージョンに基づいています。

その他

注意：このマニュアルは DiGidot C4 Live と Extended コントローラーの情報を網羅しています。C4 Live コントローラーの場合、

一部の機能がユーザーインターフェイスに表示されないことがあります。これは、その機能が Extended バージョンのみに限定

されたものだからです。（このマニュアルの適切なシンボルを参照してください。）

用語集　　　

SPI シリアル周辺装置インターフェイス（Serial Peripheral Interface）： これはマイクロコントローラーと IC の

間でデータを送信する際に使用されるインターフェイスバスです。

IC 集積回路：これは特定の 1 つのタスクを実行することができる既成の回路を内包した電子部品です。IC は

PCB 上で個別に配置することが可能であるほか、LED または LED のセグメント・アレイの制御・駆動をす

るために LED のパッケージへ統合することもできます。

IC/SPI プロトコル IC で使用される制御プロトコルの種類です。

シーン（Scene） シーンはキューと呼ばれることもあり、特定のチャンネルを制御する静的、および動的な値を含むことが

できます。

プレイリスト（Playlist） プレイリストは、予めプログラムされたパラメーターに従って特定の順番で再生される複数のシーンから

成り立っています。

アクションリスト（Action lsit） 1 つのトリガーのみによってトリガー実行されるアクションのシーケンスです。

ユニバース（Universe） 一般的に、ユニバースは 512 制御チャンネルから構成される 1 つの DMX 制御ネットワークのことで、通

常は 1 つの DMX 出力に関連付けられます。DiGidot はユニバースを特定の Art-Net、sACN、DMX ユニバー

スに紐付いた 512 制御チャンネルの 1 組として呼んでいます。しかし例えば我々が 1 つの出力で 1 つ以上

のユニバースに言及する場合、常にそれらは制御チャンネルの量として言及されるものであり、必ずしも

DMX ユニバースとして捉える必要はありません。

I/O 設定（I/O configuration） 入力 / 出力の設定（Input/Output configuration）は、C4 がどのようにどの信号によって制御されるか、

またどのように C4 のポートが構成されているかを決めています。

DMX デジタルマルチプレックス（Digital MultipleX）は、USITT と ESTA/Plasa によって標準化されたユニバー

サル照明制御プロトコルです。
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コンプライアンスと EU 適合宣言
 

この製品は、オランダのアムステルダムにある DiGidotBV によって設計および製造されています。 

生産国はオランダです。 正式な原産地証明書は、請求に応じて発行できます。

Hereby, DiGidot Technologies BV declares that the DiGidot C4 device complies with and

was tested according to essential requirements of all relevant CE directives.

Certificate of CE conformity: No. 2016/119-1

DiGidot Technologies BV は、tsp.esta.org で ID 00B6h の DMX-RDM 製造業者として登録されています。

DiGidot Technologies BV は、 artisticlicence.com で ID 0xfd0 の Art-Net 製造業者として登録されています。

保証　　　

日本国内の保証については、輸入販売代理店（ウシオライティング株式会社）へお問い合わせください。

廃棄処分とリサイクル

この製品は、他の家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

この製品および / または製品に含まれるバッテリーを廃棄処分する場合は、地域の環境およびリサイクル規制に従って廃棄

してください。

RDM ANSI E1.20 を基にしたリモートデバイスマネージメントの実装です。

Art-Net プロトコル 複数の DMX ユニバースをイーサネットネットワークを介して送信できる TCP IP プロトコルで、Artistic 

License Holdings Ltd によって標準化されています。

sACN プロトコル Art-Net と同様に、複数の DMX ユニバースをイーサネットネットワークを介して送信できる TCP IP プロト

コルです。

cETL US Listed - Intertek 5010008 I.T.E.

Conforms to ANSI/ UL 62368-1

Cert. to CAN/CSA C22.2#62368-1
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フィードバック

奥付け　　　

DiGidot Technologies BV

Valschermkade 27-28

1059 CD Amsterdam

The Netherlands

Phone: +31 (0)20 820 1849

info@digidot.eu

www.digidot.eu

Chamber of commerce registration: 67637825

VAT identification no.: NL857103581B01

Managing director: Stefan Verhoef

商標　　　

使用されている商標および製品名はそれぞれの所有者に帰属し、説明の目的だけで使用されます。

Art-Net™ is designed and copyright by Artistic Licence Holdings Ltd

MADRIX is a registered trademark of inoage GmbH

Resolume Arena is a registered trademark of Resolume B.V.

MadMapper is a registered trademark of GarageCube SA & 1024 Architecture

Pharos is a registered trademark of Pharos Architectural Controls Limited

grandMA is a registered trademark of MA Lighting International GmbH

POET is a registered trademark of Skandal Technologies

著作　　　

© 2021 DiGidot Technologies BV. All rights reserved.

誤り・脱漏は訂正します。この資料の情報は、事前の通知なしにいつでも変更されることがあります。 この資料の最新バージョンについては、当

社の Web サイト www.digidot.eu をご確認ください。DiGidot Technologies BV からの書面による事前の承認なしに、このドキュメント内の情報を

コピー、複製、翻訳、または公開することは許可されていません。

DiGido を使用して得たあなたの経験のすべてを DiGidot へ教えてください！

DiGidot 制御プラットフォームの継続的な開発は、ユーザーからフォードバックをもらうことによって可能となります。も

しご提案がありましたら、E メールでご連絡ください：info@digidot.eu.
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免責事項　　　

DiGidot Technologies BV は、直接的または間接的な不利益、損害、負傷、収入の損失、またはこの製品またはその所有者、ユーザーの使用によっ

て直接的または間接的に引き起こされるその他の経済的、物質的または個人的な結果に関係するかどうかにかかわらず、あらゆる形態の責任請求を

事前に明白に拒否します。この情報および / または DiGidot 製品の意図しない使用方式または誤用は、DiGidot TechnologiesBV の責任および保証義

務を免除します。

マニュアルバージョン

このマニュアルのバージョンは、お使いの DiGidot C4 コントローラーのファームウェアバージョンより前になっている場合があります。一部の機

能が違っていて、新しい機能が追加されている可能性があります。お使いのファームウェアバージョンに合ったマニュアルバージョンをお使いくだ

さい。

このマニュアルはこのページの下に示された DiGidot C4 のファームウェアバージョンに対応しています。
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ウシオライティング株式会社
本社　　　　〒 104-0032　東京都中央区八丁堀 2-9-1 RBM 東八重洲ビル　Phone : 03-3552-8264（直）

大阪事業所　〒 577-0067　大阪府東大阪市高井田西 6-5-32　Phone : 06-6734-6090（直）

つくばテクニカルセンター　〒 300-2635　茨城県つくば市東光台 5-2-4　Phone : 029-847-7421（代）

http://www.ushiolighting.co.jp/

ウシオライティング株式会社は DiGidot の正規輸入販売店です。
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