F One

オペレーティングマニュアル

F One アクティブサブウーファー

概要
Genelec F One は、最大 5 台までの Genelec
G One アクティブラウドスピーカー、および、
それより若干大型の G Two および G Three ペ
アを補完する極めてコンパクトなアクティブサ
ブウーファーです。F One はシステムの低域レ
スポンスを 35 Hz まで拡張し、あらゆる環境で
メインラウドスピーカーに完全統合します。シ
ステム全体の再生レベルはサブウーファーと共
に提供されるワイヤレスボリュームコントロー
ルにより便利にコントロールすることができます。

F One には 5 つのメインチャンネルに対する
内蔵ベースマネジメントが搭載されており、85

Hz を下回る周波数帯域をサブウーファーに、そ
れを上回る帯域を出力コネクターを通じてメイ
ンのラウドスピーカーに伝送します。

設置

電池の絶縁ストリップを引っ張ってリモートコ
ントロール下から取り除きます（図 1 参照）。こ
のストリップは電池とリモートコントロールの
接点との絶縁用で、これを取り除かなければリ
モートコントロールは機能しません。
こ の サ ブ ウ ー フ ァ ー は、RCA 信 号 入 力 x 6
（FRONT L、FRONT R、CENTER、REAR L、

REAR R、LFE）、3.5 mm ス テ レ オ ジ ャ ッ ク

図 1：電池の絶縁ストリップをリモートコント

入力 x 1 を備えています。これにより、F One

ロールから取り除く

を 3.5 mm ジャックまたは RCA タイプのオー
ディオコネクターを搭載した幅広いラインレ
ベルオーディオソースに接続できます。適切な
ソースには、プリアンプ、コンピューターのサウ
ンドカード、ポータブルオーディオプレーヤー、
ホームシアターレシーバーの「PRE OUT」コ

のラウドスピーカー出力には絶対に接続しない
でください。

ステレオシステムを接続する

ネクターなどがあります。2 つの個別のソース

オーディオ信号ケーブルをソースから対応す

を 3.5 mm ジャックと FRONT L/R 入力に同

る入力コネクターに接続します。F One はステ

時に接続することができますが、これによりノ

レオ信号に対する 2 つの信号ルートを提供し、

イズレベルが若干上がることがあります。

LEFT お よ び RIGHT の RCA 入 力 の い ず れ か、

F One に は 独 自 の ア ン プ が 内 蔵 さ れ て い る

または 3.5 mm ジャック入力を使用します。次

オーディオ信号を接続する前に、全ての機器の

ため、別途パワーアンプは必要ありません。F

に、RCA ケーブルを使用して、サブウーファー

電源がオフになっていることを確認します。

One は、パワーアンプ、内蔵アンプ、レシーバー

の対応する出力（OUT）コネクターからメイン
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図 2：F One のコネクターとコントロール

のラウドスピーカーの信号入力へと接続します。

影響します。これは、室内音響は低域に強く影
響を及ぼすためです。サブウーファーの位置を

サラウンドシステムを接続する

わずかに変更しただけで周波数バランスに大き

F One には 5 つのメインチャンネルに対する

には、秩序立てた試行錯誤が必要となります。

内蔵クロスオーバーネットワークが搭載され
ており、85 Hz を下回る周波数帯域をサブウー
ファーに、それを上回る帯域を出力コネクター
を通じてメインのラウドスピーカーに伝送しま
す。サラウンドサウンドプロセッサーを使用し
ている場合、サブウーファーを通じてルーティ
ングされているチャンネルに対してラウドス
ピーカー設定［ Large ］を選択します。

5 つのメインチャンネル信号 RCA ケーブルを、
信号ソースから RCA 入力コネクター L、R、C、

LS、RS に接続します。
プリアンプまたはプロセッサーの LFE チャン
ネルは LFE IN コネクターに接続できます。F

One の LFE チャンネルは最高 120 Hz の信号
を再現できます。
次に、RCA ケーブルを使用してメインのラウ
ドスピーカーをサブウーファー上の対応する L、

R、C、LS、RS 信号出力に接続します。
接続が完了したら、サブウーファーとメインラ
ウドスピーカーの電源をオンにすることができ
ます。

室内での配置

な違いが生まれますが、最適な配置を見つける
サブウーファーの配置は、ベースロールオフ率
と、メインラウドスピーカーとサブウーファー
との間の位相の差異に影響します。こういった
影響は、サブウーファーのコントロールを使用
することで補正できますが、Genelec では、ま
ずスイッチは触らず、サブウーファーが最もス
ムーズなレスポンスを提供する位置を探すこと
に集中することをおすすめしています。位置調

ベースロールオフスイッチを
設定する
サブウーファーの音響レスポンスは、サブウー
ファーが使用される室内の音響特性と配置に合
致している必要があります（表 1 参照）。特性に
合わせてサブウーファーを調整するには、コネ
クターパネルにある［ BASS ROLL-OFF ］コ
ントロールスイッチを使用します。ロールオフ
スイッチが［ OFF ］の場合、フラットな無響レ
スポンスが得られます。

位相コントロールを設定する

整を行ったあとで、コントロールを使用してサ

メインラウドスピーカーとサブウーファーの間

ブウーファーとメインのラウドスピーカーの間

で位相が正しく調整されていないと、メインラ

のバランスと位相調整を微調整しましょう。

ウドスピーカー / サブウーファーのクロスオー

まず、サブウーファーを前壁の中央近くに配置

バー周波数でシステム全体のオーディオレベル

します。壁からの距離が 60 cm 未満になるよ

が下がる原因となります。リスニング位置での

うにすることをおすすめします。この位置だ

メインラウドスピーカーとサブウーファーの間

と、壁や床からの距離が近くなり、音響負荷お

の位相の差異は、リスナーからモニターラウド

よび SPL が上がります。理想的には、サブウー

スピーカーの距離に相対するリスナーからサブ

ファーとメインのラウドスピーカーがリスニン

ウーファーの距離に依存します。左および右の

グ位置から同じ距離で対称になるよう配置しま

メインラウドスピーカーとサブウーファーの間

す。

の位相の差異を避けるには、サブウーファーを

周波数特性のバランスがうまく取れていない

前のラウドスピーカー列の中央近くに配置しま

ように感じられる場合、サブウーファーを壁

す。

に沿って左または右に動かします。サブウー

クロスオーバーの 2 つの位相合わせスイッチ

ファーを部屋の隅の近くに配置すると、低域の

で不正確な位相調整を補正できます。0° から

室内でのサブウーファーの配置は、サブウー

レベルがブーストされますが、低域のサウンド

-270° の範囲で 4 種類の設定が提供されてい

ファーの周波数特性やサウンドレベルに大きく

イメージが非対称になることがあります。

ます。

ファーにマッチさせる」の章参照）。これは、リ

サブウーファー
設置

ベースロールオフ

壁際

-4 dB（sw 4 ON ）

屋など）に複数の F One サブウーファーがあ

-6 dB（sw 3 ON ）

り、2 台以上のサブウーファーがリモートコン

隅に

表 1：一般的な状況下での推奨ベースロールオフ
設定

モートコントロールの範囲内（たとえば隣の部
ボリューム
コントロール
ボタン

トロールのコマンドに反応する状況を避けたい
場合にのみ必要です。

電源/スタンバイ
ボタン

再生ボリュームはリモートコントロールの「+」

簡易の位相調整方法

と「-」ボタンで調整できます（図 3 参照）。調整
中はサブウーファーコネクターパネルの LED

メインラウドスピーカーが対応する「OUT」コ

が点滅し、調整範囲の最小または最大レベルに

ネクターに接続されているサブウーファーの

達すると点滅が止まります。

信号入力に、オーディオ周波数信号ジェネレー

F One は、電源 / スタンバイボタンを短く押す

ターを接続します。ジェネレーターを 85 Hz に

とミュートできます。電源 / スタンバイボタン

設定します。信号ジェネレーターが使用できな

または「+」ボタンをもう一度短く押すと再生が

図 3：F One リモートコントロール

い場合、70 Hz 〜 100 Hz の範囲の周波数のテ

再開します。電源インジケーター LED が 1 秒

サブウーファーがリモートコントロールのコマ

ストオーディオを使用することができます。適

に約 1 回点滅し、サブウーファーが「ミュート」

ンドに反応する状況を避けたい場合、リモート

切なテスト信号を www.genelec.jp からダウ

モードであることを示します。サブウーファー

コントロールを 1 台のサブウーファーとのみ動

ンロードできます。

がミュートの場合に「-」ボタンを押すと、ボ

作するようマッチさせることができます。これ

OFF

5 6 7

ON

リューム設定が下がります。

は、サブウーファーを主電源に接続した後に電

-180º 位相スイッチ

電源インジケーター LED スイッチがオフにな

源が入る 7 秒の遅延中に実行できます。

をオンとオフで切り

るまで電源 / スタンバイボタンを押し続けて、F

替えて、リスニング

One をスタンバイモードに切り替えます。電源

位置でサウンドレベ

/ スタンバイボタンを押すと、サブウーファーの

もういちど接続するか、電源スイッチを使

ルが最も低くなる位

電源が戻ります。

用してサブウーファーを一時的にオフにし

置に設定します。

F One には信号自動感知機能が搭載されてい
ます。この機能により、約 1 時間にわたってオー
ディオ入力に信号が見当たらない場合、サブ

OFF

5 6 7

ON

OFF

5 6 7

ON

1. 電源を電源プラグからしばらくの間抜き、

次 に -90º 位 相 ス

ウーファーはスタンバイモードに切り替わりま

イッチをオンとオフ

す。サブウーファーは、入力コネクターに供給

で切り替えて、もう

されるオーディオ信号を検出すると、自動的に

一度サウンドレベル

再生を再開します。別の方法として、リモート

が最も低くなる位置

コントロールのいずれかのボタンを押すとサブ

に設定します。

ウーファーがアクティブになります。

最後に、-180º 位相ス
イッチを真逆に設定
します。

自動保護機能

両方のボタンを数秒間押したままにすると、
サブウーファーの電源インジケーター LED
の点滅が止まります。これはマッチング完
了を示します。

サブウーファーはマッチングしたリモートコン

ウーファーが過負荷状態になると再生ボリュー

ングしたリモートコントロールは他の F One

ムを安全なレベルまで自動的に下げます。この

ユニットとは連動しません。

機能は、リモートコントロールによるコマンド

F One サブウーファーを使用する

を下げます。

サブウーファーの電源を入れる際、または主

リモートコントロールをサブウー
ファーにマッチさせる

間ミュートします。これは通常の動作で、この

出荷時、F One サブウーファーと共に提供され

LED が点灯後、再生が開始されます。

るリモートコントロールは、他の F One サブ

この遅延で、リモートコントロールを特定のサ

のボリューム「+」ボタンを押し続けてか
ら、次にボリューム「-」ボタンを押します。

トロールによるコマンドにのみ反応し、マッチ

ファーが通常どおりに機能するまで再生レベル

ター LED が点滅し、サブウーファーは約 7 秒

2. この遅延の間、まずリモートコントロール

F One には保護機能が内蔵されており、サブ

に優先します。ひんぱんに生じる場合、
サブウー

電源から接続を解除する際、電源インジケー

ます。白の電源インジケーター LED が点滅
を始め、7 秒間の遅延を示します。

ウーファーとも機能します。これが不要な場合、

ブウーファーユニットに合わせることができ

たとえば、リモートコントロールの範囲内に複

ます（下の「リモートコントロールをサブウー

数の F One サブウーファーがあり、2 台以上の

安全性についての検討事項
Genelec F One は国際安全基準に準拠してい
ます。安全な動作を確保し、装置を安全な動作
条件下に保つため、以下の警告と注意を順守す
る必要があります。
・電池が正しく交換されないと、爆発の危険が
あります。必ず同一または同等のタイプを使
用して交換してください。
・電池を直射日光や火などの過熱に曝さないで
ください。

・保守および修理を認定サービス以外の者が実
施してはいけません。
・認定サービス以外の者がサブウーファーを解
体することは固く禁じられています。
・サブウーファーを水または湿気に曝さないで
ください。花ビンなど液体で満たされた物体
をサブウーファーの上や付近に置かないでく
ださい。

発生、使用、放射しており、指示に従わずに設置
または使用された場合、無線通信への有害な妨
害の原因となる場合があります。ただし、特定

1

の場所に設置することによって妨害が発生しな
いという保証はありません。本装置がラジオや
テレビの受信の有害な妨害の原因となる場合は
（装置電源をオン・オフすることでご確認いただ
けます）、以下の対策を 1 つ以上行って妨害を正

2

すことをおすすめします。

・アンプは主電源ケーブルがアンプまたは電源
コンセントから取り外されていなければ AC
電源から完全には接続解除されません。

・受信アンテナの向きまたは場所を変更する。
・装置と受信機の距離をさらに空ける。
・受信機が接続されているコンセントとは別の

警告！
この装置は 85 dB を上回る音圧レベルを生成
できますが、このレベルは聴覚に恒久的な損傷
を与える場合があります。

FCC 規則への準拠
リモートコントロール
本製品は、FCC 規則のパート 15 に準拠してい

コンセントに装置を接続する。
・取扱店または経験豊富なラジオ技術者または
テレビ技術者に相談する。

製造者によって明示的に許可されていない変更
を行うと、装置を操作する権限が無効になる場
合があります。

機器が有害な妨害の原因とならないこと、およ

リモートコントロールの電池を変
更する

び（2）本機器が不要な動作の原因となる妨害を

リモートコントロールの電池は、リモートコン

含むあらゆる妨害を受信すること。本製品は無

トロール背面の電池カバーを左に回すことで交

線周波エネルギーを放射しますが、本デバイス

換できます。小さなねじ回しを使用してバッテ

の出力は FCC 規則の無線周波曝露限界値以下

リー右側に差し込み、電池を取り出します（図

です。本装置は制御されていない環境に対して

4 参照）。CR2032 タイプの電池を使用して交

ます。動作は次の 2 条件に基づきます。（1）本

規定された FCC RF 放射曝露限界値に準拠し

換します。図 4 のとおり、まず電池の左側を差

ています。とはいえ、デバイスは、通常動作時に

し込み、電池カバーを閉じます。

人体との接触の機会を最小限に抑える方法で使

使用済み電池はリサイクル回収に出してくだ

用してください。

さい。電池を一般ごみに混ぜて捨ててはいけま

準拠の責任を負う当事者によって明示的に許可

せん。

されていない変更を行うと、装置を操作する権
限が無効になる場合があります。

3. サブウーファー
本製品は、FCC 規則のパート 15 に準拠してい
ます。動作は次の 2 条件に基づきます。

1. 本機器が有害な妨害の原因とならないこと
2. 本機器が不要な動作の原因となる妨害を含
むあらゆる妨害を受信すること。

注：本装置は、テストの結果 FCC 規則のパート

15 に従い、クラス B のデジタルデバイスの制
限を遵守していることが確認されています。こ
れらの制限は、住宅に設置するにあたり有害な
妨害に対する適切な保護を提供することを目的
としています。本装置は無線周波エネルギーを

メンテナンス
サブウーファー内部にオーナー自身で点検修
理が可能な部分はありません。ユニットの保守
を認定サービス以外の者が実施してはいけま
せん。

図 4：電池を取り除くには、まず右側（1）を持ち
上げます。電池を取り付ける場合、まず左側を差
し込み、電池の左側が + 極の接点の下にはまるよ
うにします（2）
。

システム仕様

コネクター
F One

フリー空間周波数特性（± 3 dB）

メイン 35 Hz...85 Hz

LFE 35 Hz...120 Hz

40 〜 85 Hz を平均した短期正弦波最大音圧出力、 98 dB
軸上、半空間、1 m
残留ノイズレベル、半空間、軸上、1 m（A 特性）

≤ 15 dB SPL

ドライバー、防磁シールド

165 mm

質量

6.3 kg

F One
RCA 入力コネクター
RCA 出力コネクター

6（5 + LFE）
5

ステレオ入力 3.5 mm ジャックメスコネクター

1

入力インピーダンス

10 k Ω、バランス

入力に供給されるメインチャンネル出力ゲイン

0 dB

外寸
高さ
直径

251 mm
305 mm

アンプセクション

クロスオーバーセクション
F One

アンプ瞬間出力

40 W

（長時間出力はドライバーユニット保護回路によ
り制限）

≤ 0.05 %

電圧

固定 100、120、230 V

消費電力（平均）
待機
フル出力

サブソニックフィルター（18 dB/ オクターブ）

35 Hz

クロスオーバー周波数

85 Hz

（サブウーファー / メインチャンネル）

アンプシステム THD（通常出力時）

スタンバイ

F One

<0.5 W
7W
70 W

LFE チャンネルカットオフ周波数

120 Hz

ミッドバンド除去 >400 Hz

> 50 dB

入力レベル（90 dB SPL 出力 @ 1 m）

-9 dBu、最大レベルコント
ロール

感度調整範囲

18 dB

ベースロールオフコントロール動作範囲

0 〜 -6 dB @ 35 Hz

（2 dB 単位）
位相整合コントロール（90º 単位）

0 〜 -270 dB @ 85 Hz

F One

オペレーティングマニュアル

製品保証について
この製品には、ユニットの性能に変化を与える可能性のある製造上の過失
や不具合に対して、2 年の保証期間が付帯します。販売条件および保証条
件について詳しくは販売店にお問い合わせください。

www.genelec.jp/customer-service/ よりモニターをご登録ください。
これにより 3 年の延長保証（トータル 5 年保証）が受けられます。

www.genelec.jp

Genelec ドキュメント D0105R003bJP Copyright Genelec Oy および株式会社ジェネレックジャパン 2018 年 4 月 全てのデータは予告なく変更する場合があります。

株式会社ジェネレックジャパン
＜本社＞

107- 0052

東京都港区赤坂二丁目 22 番 21 号
電話番号：03 - 6441- 0591

＜長野オフィス＞

389 -1104

長野県長野市豊野町浅野 1777 番地 1-2

修理お問い合わせ先
＜ジェネレックサービスセンター＞

358 - 0026

埼玉県入間市小谷田 858
電話番号：0429 - 64 - 5130
平日 9：30 〜 17：00

（夏季 / 年末年始休業を除く）

