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警 告
● 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。

一般用照明器具として使用する製品ではありません。

● 高電圧を発生する器具のため、弊社指定の使用条件で使用してください。

使用条件を厳守されないと、感電・火災の原因となります。

● 器具の本体質量に見合ったスタンド（取付金具）を使用してください。

スタンド（取付金具）の選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。

● 器具の取付・設置には、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離を本体

表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって、取付けてください。

指定距離より近すぎると、火災の原因となります。

● 集光形照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離を

とってください。

指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。

● 器具の使用角度に制限があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用して

ください。

使用角度範囲を越えると、器具の破損、ランプの破裂の原因となります。

● 器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付けてください。

接触していると火災の原因となります。

● 器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。

本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。

● 器具を分解したり改造しないでください。

故障・感電・火災の原因となります。

● 煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因

となります。

● 異常の時は、すぐに電源を切り、異常状態がおさまったことを確認してから原因を究明

してください。

容易に原因の究明ができない場合は、弊社に修理依頼をしてください。
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● この器具は屋内/屋外用です。

● この器具は最高周囲温度以下で使用してください。
破損・変形・火災とランプの破裂の原因となることがあります。

● この器具は許容周囲温度内で使用してください。

● 不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。
倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。

● この器具は紫外線を微放射しますので、長時間にわたり人体にあびないように注意してください。

１．使用環境・使用条件について

● 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。

● 器具の取付・設置は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行って
ください。
未熟者だけでの対応は間違いの原因となるおそれがあります。

● 据付施工は、電気工事士などの熟練者（専門家）が行ってください。
未熟者だけでの対応は、間違いの原因となることがあります。

● 器具、電源ボックス（整流器）の取付・設置に方向性があります。本体表示及び取扱説明書に
従って正しく取付けてください。
指定以外の取付けを行うと、本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。

● 器具の取付・設置には、器具本体の転倒・落下防止を取扱説明書に従って正しく行って
ください。
器具が転倒・落下し、物的損害・けがの原因となります。

● 器具本体はアース接続（Ｄ種接地）してください。
アース接続をしないと感電・故障の原因となることがあります。

２．取付・設置について

注 意

３．使用前の準備について

● 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。

また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。

● 器具の使用前の準備は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行って

ください。

未熟者だけでの対応は間違いの原因となるおそれがあります。

● 電源接続は、取扱説明書に従って確実に行ってください。

接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。

● 器具内部の輸送用緩衝材などを取り外して使用してください。

残材があった場合は、器具の破損・火災の原因となります。

● 器具を取扱う場合は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行って

ください。

未熟者だけでの対応は間違いの原因となるおそれがあります。

● 器具、電源ボックス（整流器）の取付に方向性があります。本体表示及び取扱説明書に従って

正しく取付けてください。

指定以外の取付けを行うと、本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。

● 器具の取付けには、器具本体の転倒・落下防止を取扱説明書に従って正しく取付けてください。

確実に取付けないと取付金具等の破損により器具が落下し、物的損害・けがの原因となります。

４．使用方法について

この器具は屋内用です。

破損・変形・火災の原因となることがあります。
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● 器具本体はアース接続（Ｄ種接地）してください。

アース接続をしないと感電・故障の原因となることがあります。

● 器具の安全シールド（レンズ、ガラス等）を取り外して使用しないでください。

ランプの破裂などにより破片等が落下し、火災・やけどの原因となります。

● 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が、

点検を行ってください。

未熟者だけでの対応は間違いの原因となるおそれがあります。

注 意

５．保守点検について

● 器具は、日常点検を実施してください。点検の結果、取扱説明書に記載されている基準を

はずれている場合は、取扱説明書に基づき処置してください。

● 器具の点検（整備）は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行って

ください。

未熟者だけでの対応は間違いの原因となるおそれがあります。

● 部品交換、清掃時は、必ず電源を切ってください。

電源を切らないと感電することがあります。

● 電源コード、接続器は日常点検し、点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれて

いる場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。

感電・火災の原因となることがあります。

● 冷却ファンは、埃などでふさがっていないか日常点検し、清掃してください。

器具の故障・火災の原因となります。

● 安全シールドに亀裂がないか日常点検し、点検の結果、取扱説明書に記載されている基準を

はずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。

ランプの破裂などにより破片が落下し、火災・やけどの原因となります。

● レンズの清掃は、レンズに傷をつけないように取扱説明書に従って実施してください。

レンズの破損・けがの原因となります。

● 器具のネジ類は、振動等で緩む場合があり取扱説明書に基づき処置してください。

故障、落下による物的損害・けがの原因となります。

● 埃や紙吹雪が溜まったままで使用しないでください。

火災の原因となります。

● 交換部品は、弊社指定の純正部品を使用し、取扱説明書に基づき確実に処置をしてください。

器具の機能劣化・故障・感電・火災の原因となります。

● 日常点検の他に弊社や専門家による定期点検を実施してください。

器具の機能劣化・故障・感電・火災の原因となります。

６．保管時について

● 埃の多い場所や湿度が高く、結露しやすい環境に保管しないでください。

故障・絶縁不良の原因となります。

● 安全シールドに損傷を与えないように保管してください。

安全シールドの効力をなくす原因となります。

● 再使用するときは、点検を必ず行ってから使用してください。

感電・火災の原因となるおそれがあります。

● 器具本体はアース接続（Ｄ種接地）してください。
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開梱

慎重に開梱して製品に異常が無いか確認してください。
輸送中に損傷した部品が無いか確認してください。損傷があった場合は、すべての同梱物を必ず保管して販売店までご連絡ください。
もし製品が損傷している場合は、直ちに使用を中止してください。

同梱物の確認
•	 Philips	Showline　SC-DMXrec　本体　1台
•	 ユーザーマニュアル（本書）　1冊
•	 USB ケーブル　1本
•	 AC アダプター　1個
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製品概要

はじめに

この度は Philips	Showline　SC-DMXrec をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本書には技術的特徴や仕様、操作方法などが記述されています。
使用前によくお読みになり大切に保管してください。

機能と特徴

•	 128x160 ドット　カラー LCDディスプレイ。
•	 シーン、チェイス、ショーを割り付け可能なメモリーを 8つ搭載して独立したマスターを設定可能。
•	 5 つの操作モードから構成：マニュアルコントロール、リアルタイムトリガー、SMPTE/MIDI タイムコードトリガー、DMXトリガー、DMXモニター
•	 最大 5時間の記憶可能時間（Show）と 4つの異なった記憶モード：マニュアル、オート、セミオート、スマート
•	 SCENE を記憶することで CHASE を作成でき、フェード・ホールドタイムを各ステップに設定できます。
•	 パスワードロック機能
•	 業界スタンダードのDMX-512(1990) と DMX-1000K（1M）プロトコルとの互換性。
•	 5 ピン XLR	DMX オス・メスコネクター、SDカードスロット、USB ポート、5ピン SMPTE ポート、5ピンMIDI 入力を搭載。
•	 外部無電圧接点を使用可能
•	 内部制御プログラムのアップデート可能

外形寸法図

単位：mm

技術仕様

入力電源
コネクター

LCDディスプレイ
対応プロトコル
筐体
防塵防滴保護等級
対応周辺環境温度（動作時）
対応周辺環境温度（保管時）
外形寸法
重量

DC9 ～ 12V　500mA	Min
5 ピン XLR コネクター（DMX	In/Out 用）
USB ポート（PC接続用）
5ピン SMPTE 入力、5ピンMIDI 入力
128x160 ドット
DMX-512(1990）と DMX-1000K(1M) プロトコルに対して互換性を確保
粉体塗装仕上げ鉄製
IP20
-10 ～ +50℃
-20 ～ +70℃
482(L)	x	78(W)	x	44(H)	mm
1.2kg
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SC-DMXrec

外観図

正面

1.　USB ポート
PC と接続してデータの送受信や内部プログラムのアップデートをするためのコネクター。

2.　SD カードスロット
データを転送するための SDカードを挿入するスロット。

3.　DMX 出力インジケーター
DMX信号を送信している時に LEDが点滅します。

4.　DMX 入力インジケーター
DMX信号を受信している時に LEDが点滅します。

5.　MIDI インジケーター
SMPTE/MIDI トリガーモードで有効なMIDI タイムコードを受信している時にこの LEDが点滅します。

6.　SMPTE インジケーター
SMPTE/MIDI トリガーモードで有効な SMPTE タイムコードを受信している時にこの LEDが点滅します。

7.　128x160 ドットカラー LCD ディスプレイ
現在の状態を表示します。

8.　上 / 下 / 右 / 左 /Enter（エンター）ボタン
機能を選択するために使用します。

9.　メモリー 1 ～ 8 ボタン
マニュアルモードの時に再生したいメモリーを選択するために使用します。

10.　再生 / 一時停止 / 停止ボタン
マニュアルモードの時にメモリーの実行状態を選択するために使用します。

11.　ブラックアウトボタン
マニュアルモードの時にDMX出力をブラックアウトするために使用します。
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背面

1.　DMX 入力
外部からDMX信号を入力するコネクター

2.　DMX 出力
本体からDMX信号を出力するコネクター

3.　MIDI 入力
MIDI タイムコードを入力するポート

4.　SMPTE 入力
SMPTE タイムコードを入力するポート

5.　メモリー 1 ～ 8 接点入力
メモリー 1～ 8を制御する外部接点スイッチを接続するコネクター

6.　再生 / 一時停止 / 停止用接点入力
再生 /一時停止 /停止を制御する外部接点スイッチを接続するコネクター

7.　ブラックアウト用接点入力
ブラックアウトを制御する外部接点スイッチを接続するコネクター

8.　オン / オフ
この機器の電源をオン /オフするスイッチ

9.　DC 入力
DC9 ～ 12V の電源を接続するコネクター
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操作ガイド

1) 動作モード（Work Mode）の選択

SC	-DMXRec は 5 種類の中から動作モードを選択することができます。

1　マニュアルコントロール（Manual	control）
2　タイマーイベント（Timer	Event）
3　DMXモニター（DMX	monitor）
4　SMPTE/MIDI トリガー（SMPTE/MIDI	trigger）
5　DMXトリガー（DMX	trigger）
	
Enter ボタンを 2秒間押し続けると動作モードオプションメニューが表示されます。上下ボタンを使用して動作モードを選択して Enter ボタン
を押して確定します。

2) ユーザーパラメーターを設定する 

	動作モードオプションメニューが表示されたら、上下ボタンを使って「SET	&	MODIFY」を選択し、Enter ボタンを押してからメモリーボタンを
使用してパスワード「1234」を入力します。（デフォルトパスワードは「1234」に設定されています。）ユーザーセットメニューが表示されます。

2.1) DMX データの記憶 / 修正 

 Record DMX（DMX を記憶する）
ユーザーは Scene、Showを記憶するためにこのファンクションを使用することができます。また記憶済みの Scene を Chase 編集のために使用
することができます。このメニューを選択して Enter ボタンを押すと以下のファンクションを選択することができます。

2.1.1)	Record	Scene（Scene を記憶する）
Scene とは時間軸を持たない記憶です。そのため、固定場面の記憶に使用します。「Record	Scene」ファンクションを選択してアクセスす
ると Scene	Name（シーン名称）を決めることができます。上下ボタンで選択後に Enter を押してから上下ボタンで名称を入力します。
「Confirmation	&	Record」を選択して Enter ボタンを押すと現在入力しているDMXデータが記憶されます。この時、LEDインジケーター
は数回点滅します。完了後、「Finish	&	Return」を選択して元の画面へ戻ります。

2.1.2)	Record	Show（Showを記憶する）
Showとは時間軸を持つ記憶です。「Record	Show」ファンクションを選択してアクセスすると Show	Name を決めることができます。上
下ボタンで選択後に Enter を押してから上下ボタンで名称を入力します。
記憶する際、ユーザーは以下の 4つの中から記憶方法を選択することができます。

Manual（手動）
記憶を開始するには「Start	Record」を選択します。その後、記憶を完了させるには「Stop	&	Return」を選択します。		

Auto	（自動）	
「Start	Record」を選択後、レコーダーですべてのDMXデータが「0」のフレームを少なくとも 1フレームでも受信すれば、記憶準備が
完了した状態であると検知し、その後 0以外のDMXデータを受信すると記憶を開始します。再びすべて「0」の DMXデータを受信す
ると記憶が自動的に完了します。

Semi Auto（半自動）
動作基準は Auto モードと一緒です。セミオートモードにおける違いは、記憶を完了させるために「Stop	&	Return」を選択する必要が
点です。

Smart（スマート）
このモードはサークル（円形）の変化を伴った再生をしているDMXデータに適しています。そしてDMXデータフレームはサークル再
生においてまったく同一でなければなりません。
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「Confirm & Record」を選択して記憶を確定
記憶するにはすべての動作モードにおいて「Start	&	Record」を選択します。レコーダーは選択された記憶方法に従って記憶処理をします。
もし自動終了前に記憶を完了させたい場合は、「Stop	&	Return」を選択します。

2.1.3)	Add		Chase（Scene がこのレコーダーに記憶済みの場合に限り、Chase の編集に使用できます。）

①　Chase を編集するために Add	Chase を選択します。
②　上下左右ボタンを使用して ChaseName（チェイス名称）を修正します。
③　「Cur-Step:	xxx/yyy」この項目で、指定のステップを確認することができます。	
　　xxx: 現在のステップ	番号
　　yyy:	記憶されたこのチェイスの合計ステップ。最大 200 ステップを記憶することができます。

④　「SceneName	xxx/yyy」この項目でステップで使用するシーンを選択します。	
　　xxx:	現在のシーン番号
　　yyy:	オプションのための有効な合計シーン	

⑤　「HoldTime/FadeTime」で現在のステップのタイムパラメーターを修正します。	
⑥　現在のパラメーター設定が完了した後に現在のステップパラメーターを記憶するために「Confirm	&	Save」を選択してください。
ステップを追加するには④から⑥を繰り返します。
⑦　「Finish	&	Return」を選択して戻ります。

2.1.4)	Edit	Chase（記憶された Chase の修正）	

①　「Edit	Chase」を選択してアクセスします。上下ボタンを使用して修正したい Chase を選択します。確定するために Enter ボタンを
押します。
②　これで、ChaseName、指定したステップのシーン、ホールドタイムとフェードタイムを修正するために上下左右ボタンが使用でき
るようになりました。
③　	また、「Insert	Step	After（ステップの挿入）」と「Delete	Current	Step（ステップの削除）」も実行できます。
④　修正が終わったら「Confirm	&	Return」を選択して戻ります。

2.1.5)	Delete	Scene/Show/Chase（Scene/Show/Chase の削除	）

①　この機能を使用すると指定した Scene/Show/Chase を削除します。		
②　「Return」を選択して戻ります。

2.2) トリガーイベントの編集 

ユーザーセットメニュで「Trigger	Event」を選択します。	
使用可能なトリガー方法は 3種類あります。:	Time	Event,	SMPTE/MTC	Event	,	external	DMX	trigger.	

2.2.1)	Time	Event		
タイムイベントにはWeekly（週毎）とDately（日毎）モードがあります。このトリガー方法では、イベントはカレンダークロックに従っ
てトリガー（実行）されます。

	Weekly Mode （週毎）
イベントを追加するには
①　「Add	Weekly」選択します。	
②　EventName,	trigger	time,	trigger	memory,	memory	playback	state,	output	stateなどを修正するために上下左右ボタンを使用します。
③　「Confirm	&	Save」を選択して現在のイベントを記憶します。	
④　「Finish	&	Return」を選択して戻ります。	

Dately Mode （日毎）	
イベントを追加するには	
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①　「Add	by	Date」を選択します。	
②　EventName,	trigger	time/date,	trigger	memory,	memory	playback	state,output	state などを修正するために上下左右ボタンを使用
します。	
④　「Confirm	&	Save」を選択して現在のイベントを記憶します。	
⑤　「Finish	&	Return」を選択して戻ります。

注記：日毎イベントの優先度が週毎のイベントより高いため、日毎イベントが終わった後に週毎イベントをトリガーするためには、日
毎イベントの後に「No	Memory」（日毎イベントで選択可能）トリガーの追加が必要です。

	週毎イベントの編集 
①　	「Edit	Weekly」を選択します。	
②　EventName,	trigger	time,	trigger	memory,	memory	playback	state,	output	stateなどを修正するために上下左右ボタンを使用します。
EventName	xxx/yyy	
xxx,	現在のイベントの番号
yyy,	合計イベントの数

③　「Select	Event」ファンクションを使用して、イベントを選択するためには左右ボタンを押します。
④　「Finish	&	Return」を選択して戻ります。

日毎イベントの編集	
①　	「Edit	Dately」を選択します。	
②　EventName,	trigger	time,	trigger	memory,	memory	playback	state,output	stateなどを修正するために上下左右ボタンを使用します。
EventName	xxx/yyy
xxx,	現在のイベントの番号	
yyy,	合計イベントの数

③　「Select	Event」ファンクションを使用して、イベントを選択するためには左右ボタンを押します。
④　「Finish	&	Return」を選択して戻ります。		

Weekly/Dately の削除
「Delete	Weekly/Date	Trig」この機能を使用すると指定したイベントを削除します。
	
「	Finish	&	Return」を選択して前のメニューレベルへ戻ります。
	
2.2.2)	SMPTE/MTC	Event
このイベントは外部から入力されたタイム情報によってトリガーします。

このモードでは、トリガーイベントを追加、編集、削除できます。		
①　「Add	SMPTE/MTC」を選択します。	
②　EventName,	Frame	Rate,	trigger	time,	trigger	memory,playback	state,	output	state などを修正するために上下左右ボタンが使用で
きます。
③　「Confirm	&	Save」を選択して現在のイベントを記憶します。
④　「Finish	&	Return」を選択して戻ります。

2.2.3)SMPTE/MTC イベントの編集

①　	「Edit	SMPTE/MTC」を選択します。
②	　EventName,	Frame	Rate,	trigger	time,	trigger	memory,	playback	state,	output	state などを修正するために上下左右ボタンが使用で
きます。
③　「Select	Event」ファンクションを使用して、イベントを選択するためには左右ボタンを押します。
④　「Finish	&	Return」を選択して戻ります。	

2.2.4)	指定したイベントを削除するには「Delete	SMPTE/MTC」を選択します。
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DMXチャンネル DM
チ

X 値

1

0 ～ 3,	トリガーメモリー	1	
4 ～ 7,	トリガーメモリー	2	
9 ～ 11,	トリガーメモリー	3	
........	
28 ～ 31,	トリガーメモリー	8	
32 以上 ,	メモリー変更なし		

2
0 ～ 79	,	一時停止	
80 ～ 159	,	再生	
160 以上	,	停止

3
0 ～ 127	,	通常出力	
128 以上 ,	ブラックアウト		

2.4) DMX トリガーパラメーターを設定する 

2.4.1)	DMX スタートアドレスを設定する。
このレコーダーは 3チャンネル分のDMXデータを受信してメモリーをトリガーすることができます。操作方法の詳細は以下の表の通りで
す。

2.4.2)	No	DMX
この機能は、DMXトリガーかDMXモニターのとぢらかの動作モードでDMX入力が無くなった時にイベントをトリガーする方法または動
作を設定するために使用します：Manual,Timer,	Last	Hold,	Black	out

2.4.3)	No	SMPTE/MIDI	IN
この機能は、SMPTE/MIDI トリガーかDMXモニターのとぢらかの動作モードで外部タイム入力が無くなった時にイベントをトリガーする
方法または動作を設定するために使用します：Manual,Timer,	Last	Hold,	Black	out

2.5) メモリーの割り付け

メモリーボタンを押して選択される Scene、Chase、Showを設定します。

①　「Assign	Memory」を選択します。	
②　メモリーを選択します。（左右ボタンを使ってメモリー 1からメモリー 8の中から選択できます。）	
③　割り付けの種類を選択します。( このオプションには Scene,	Chase,	Showが使用できます。）
	xxx/yyy
xxx,	現在の種類の番号	
yyy,	使用可能な種類の合計数

④　	「Assign」で③で選択した種類のコンテン番号を指定します。
⑤　「Output	Level」は現在のメモリーのためのマスター値を設定するために使用します。
⑥　③で Scene を選択すると FadeTime を設定できます。Chase または Showを選択した場合は再生のスピードスケールも設定できます。
⑦　「Finish	&	Return」を選択して戻ります。

2.6) 時計の修正 

この機能は内部カレンダー時計の修正をするために使用します。設定するにはユーザーセットメニューから「Set	Date/Time」を選択します。

2.7) パスワードの設定

この機能はユーザーパスワードの修正のために使用します。設定するにはユーザーセットメニューから「Set	Password」を選択します。

※　DMXチャンネルは「DMX	Start	Address」を 1に設定した場合の数値です。他の数値に設定した場合は、それぞれ 1づつずらしたチャ
ンネルとなります。
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2.8) データバックアップ 

この機能はこのレコーダーのパラメーターをコピーするために使用します。使用するにはユーザーセットメニューから「Data	Backup」を選択
します。

2.8.1)	データバックアップ
この機能を使用する前に SDカードを挿入する必要があります。

2.8.2)	機能詳細は以下に解説しています。

Scene → SD	Card:	すべての Scene データをレコーダーから SDカードへコピーします。
Chase → SD	Card:	すべての Chase データをレコーダーから SDカードへコピーします。
Show→ SD	Card:　すべての Showデータをレコーダーから SDカードへコピーします。
Memory → SD	Card	:	割り付けられたすべてのメモリーのデータをレコーダーから SDカードへコピーします。
Event → SD	Card:	すべてのイベント情報をレコーダーから SDカードへコピーします。
Picture → SD	Card:	すべての画像をレコーダーから SDカードへコピーします。
All → SD	Card:	上記のすべてのデータをレコーダーから SDカートへコピーします。

SD	Card → Scene:	すべての Scene データを SDカードからレコーダーへコピーします。
SD	Card → Chase:	すべての Chase データを SDカードからレコーダーへコピーします。	
SD	Card → Show:	すべての Showデータを SDカードからレコーダーへコピーします。
SD	Card → Memory:	すべてのメモリーのデータを SDカードからレコーダーへコピーします。（この操作はレコーダーの古いメモリーを
上書きします。）
SD	Card → Event:	すべてのイベント情報を SDカードからレコーダーへコピーします。（この操作はレコーダーの古いイベントを上書き
します。）
SD	Card → Picture:	すべての画像データを SDカードからレコーダーへコピーします。
SD	Card → All:	上記のすべてのデータを SDカードからレコーダーへコピーします。

2.8.3)	「Finish	&	Return」を選択して戻ります。

3) 通信

SC-DMXrec は USB ケーブルを介して PCと通信することもできます。もし PCがレコーダーに接続されている間にダミーUディスクを確認したら、
データをダイレクトにコピーすることができます。

注記：レコーダーは、ファイル名は 8文字以内、拡張子は 3文字以内のファイルのみ読み込み /処理することができます。

4) プログラムアップデート 

主電源を抜き、右ボタンとOKボタンを押し続けます。それから再びデバイスの主電源を投入します。デバイスと PCを USB ケーブルで接続し、ユ
ニットはリムーバブルストレージとして認識されるので、最新のアップデートファイルをリムーバブルストレージにコピーするとアップデートプロ
セスが完了します。
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