ALLEN&HEATH

The Sound of Speed
96kHz digital mixers for live sound, AV and installation.

最新世代の96kHz FPGA XCVIコアをベースにしたSQは、
コンパクト
なデジタルミキサーの新しい標準を確立し、
クラス最高のレイテン
シー<0.7msで高音質オーディオを提供します。
Don’t get left behind. Discover SQ.

96kHz XCVI Core
SQは、Allen＆Heathの96kHz XCVI FPGAエンジンを搭載
し、将来を見据えた次世代のコンソールです。 XCVIは、
ク
ラス最高の高解像度、高音質オーディオ、超低レイテンシ
ー <0.7ms、最高の精度とノイズ性能のための可変ビット
深度、サンプルまでのミックスコヒーレンシー、豊富なチャ
ンネル/ミックス数とFX/プロッセシングを処理するパワフ
ルな機能を備えています。

Flexible Multitrack
Recording
統合されたSQ-Driveは、96kHzのマルチトラックまたは
ステレオ録音をUSBまたはドライブに直接録音すること
ができます。ソフトウェアのセットアップ、サウンドカード
ドライバー問題、録音のための余計なラップトップはい
りません。SQ-Driveは、ウォークインミュージックのため
のスマートな方法です。
また、マルチトラック録音、バックトラック、またはバー
チャル サウンドチェックアプリケーション用 の 3 2 x 3 2
96kHz内蔵型オーディオインターフェイスも提供されて
います。インターフェイスはCore AudioとASIOに準拠し
ており、MIDIとDAWの制御機能を備えています。

DEEP
Processing
SQのDEEPプロッセシング設計により、使用者は、
スタイル
やニーズに合わせてブティック・コンプレッサーとプリアン
プ・エミュレーションをお好みで選ぶことができます。
DEEPプラグインはミキサーのインプットとミックスチャン
ネルに直接インサートすることができ、システムレイテン
シーやセットアップの手間をかけることなくすべて行うこ
とができます。

The Mixing Experience
新しい デ ザイン が 登 場 するた び
に、Allen＆Heathチームは究極のミキシ
ングコンソールに近づくよう追求してい
ます。
SQのダッシュボードは高性能の7インチ
タッチスクリーンを中心に構成されてい
ます。高グリップで照光式エンコーダーに
よって構成され、明確で視覚的なフィード
バックと即時のハンズオンコントロール
を直感的に統合しています。
チャンネルとミックスは任意のストリップ
にドラッグアンドドロップでき、カスタム
名とカラーコーディング表示設定が可能
で、独自のワークフローを反映したミキシ
ング環境を構築できます。
各ストリップには特許取得済みのクロマ
チック・チャンネル・メータリングシステム
が搭載されており、明るさと色が変化する
LEDによりレベルインジケーターが一目
でわかります。
「channel to all」
ミックスボ
タンは、選択したチャンネルからのすべ
てのセンドに即座にアクセスします。SQ-5
とSQ-6にはそれぞれ8個と16個のソフト
キーがあり、必要な機能にアサインするこ
とができます。SQ-6にはまた、カラーLCD
ディスプレイ付きの4つのアサイン可能
なソフトロータリーがあります。

Expandable up to 48 mics
SLinkのインテリジェントポートにより、SQは、96kHzまたは、48kHzラックおよびステージボックスエク
スパンダー（AB168、AR2412、AR84およびDX168など）
ファミリーを介して、合計48個のマイク入力ま
で拡張することができ、他のAllen＆Heathデジタルシステム所有者へ柔軟なソリューションを提供しま
す。双方向のオーディオパッチで、別のSQまたはdLiveシステムに接続することもできます。
.

RackExtra FX
Advanced AMM

Allen & Heathは、最高のプラグインに匹敵するFXエミュレーションを作成することで高い評価を得てお
り、
またプラグインに関連する面倒な設定もいりません。
SQは8つのステレオFXエンジンを装備し、伝説の古典的なリバーブ、ゲートリバーブ、ディレイ、モジュレ
ーターなどをエミュレートし人気の高いRackExtraライブラリーを備えています。
すべてのFXには専用のステレオリターンがあり、入力チャンネルを無駄にする必要はありません。

SQの高度な自動マイクミキサー（AMM）機能は、会議、パネルトーク、TVショーのミックスに最適です。
ミキサーにも完全に統合されており、余分なレイテンシーがなく、内蔵のDSPラックまたは外部のプラ
グインシステムにオーディオをルーティングする必要はありません。

Connections

Application Diagrams
SQ + AR2412 + AB168
40 remote inputs + 20 remote outputs + ME system

SQ + 2 x DX168 for full 96kHz operation
32 remote inputs + 16 remote outputs

I/O Port

USB Interface

I / O ポ ー ト に は
Dante、Waves、SLinkなど
のSQオプションカードがあ
り、マルチトラック録音、放
送、FoH /モニタースプリット
などのアプリケーションを使
用できます。

内蔵型32x32インターフェイ イーサネットネットワークポ SQのインテリジェントSLink
スは、96kHzのマルチトラッ ートを使用すると、SQはネッ ポートは、96kHzと48kHzの
クオーディオをSQのコアと トワーク接続を介してコント リモートオーディオユニット
の間でストリーミングし、AD ロールメッセージを送受信 でSQを拡張できるように、
/ DA変換の余分なステージ できます。
複数のプロトコルをサポー
を追加せずに高品質のプリ アプリ経由で有線または無 トしています。
アンプとプロッセシングにア 線のミキシングコントロー
クセスできます。
ル用の外部ルーターまたは ME-1とME-500パーソナルミ
ASIO、Core Audioに準拠し アクセスポイントを接続する キサーを直接、またはME-U
ており、DAW Control Driver か、または自動化とシステム ハブを使用して追加できま
をサポートすることで、あら 統合のためにTCP / IP上の す。
ゆる種類の録音および再生 MIDIを使用します。
を可能にします。
別のSQのSLinkポートに接
続することも、dLiveシステム
のgigaACEオプションカード
に接続することもできます。

また、急速に変化するオーデ
ィオネットワーク規格に対し
て、SQミキサーの将来性を
保証します。

Network

SLink

SQ + SQ 96kHz connection using gigaACE
Send and receive all assignable I/O

16 onboard preamps. 16+1 faders.

•• 96kHz FPGA プロッセシング
•• 48 インプット
•• DEEP Processing ready
•• 17 フェーダー / 6 レイヤー
•• 12 ステレオミックス + LR
•• 3 ステレオマトリックス
•• 8 ステレオ FX エンジン + 専用リターン
•• 7インチタッチスクリーン
•• リモートオーディオ / 拡張用SLink ポート
•• オーディオネットワーク用64ch I/O ポート

••
••
••
••
••
••
••
••
••

32×32 USB オーディオインターフェイス
USBへののSQドライブ直接録音
AES アウトプット
クロマチック・チャンネル・メータリング
LED 照明
専用のコントロール
アサイン可能な8つのソフトキー
チャンネル LCD ディスプレイ
19インチラックマウント可能

24 onboard preamps. 24+1 faders.

•• 96kHz FPGA プロッセシング
•• 48 インプット
•• DEEP Processing ready
•• 25 フェーダー / 6 レイヤー
•• 12 ステレオミックス + LR
•• 3 ステレオマトリックス
•• 8 ステレオ FX エンジン + 専用リターン
•• 7インチタッチスクリーン
•• リモートオーディオ / 拡張用SLink ポート
•• オーディオネットワーク用64ch I/O ポート
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32×32 USB オーディオインターフェイス
USBへののSQドライブ直接録音
AES アウトプット
クロマチック・チャンネル・メータリング
LED 照明
専用のコントロール
アサイン可能な8つのソフトキー
アサイン可能な4つのソフトロータリー
チャンネル LCD ディスプレイ

Accessories
Tablet Shelf - SQ-BRACKETX
SQ-5 Rack Mounting Kit - SQ-5-RK19X
SQ-5 Dust Cover - AP11332
SQ-6 Dust Cover - AP11333
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