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安全上のご注意
この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
安全にお使いいただくため、ご使用前に本書をかならずお読みください。また、お読みになったあとはい
つでも見られるところに大切に保管してください。

■安全上のご注意
危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いを行うと生じることが想定される内
容を、以下の定義のように「警告」
「注意」の二つに区分しています。
警告
この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
注意
この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性
が想定される内容です。
警告
・異常な音、煙、臭いや発熱、損傷等が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、修理をご依頼くださ
い。
・分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる部分は内部にはありません。分解や改造は保証
期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となります。
・水に入れたり、濡らさないでください。火災や感電の原因となります。
・濡れた手で製品に触れないでください。感電やケガの原因となります。
・強い衝撃を与えないでください。故障や感電、火災の原因となります。
・使用の際は音量を最小に絞った上で、接続および耳への装着を行ってください。突然大きな音が出て耳
を痛めることがあります。
・同梱の付属品を他の製品に使用しないでください。
・本製品を火やストーブなどの高温の場所(80℃以上) に置かないでください。発熱、発煙、破裂、発火の
原因となります。
・本製品の分解、改造、部品交換等は絶対に行わないでください。発熱、発煙、破裂、発火の原因となり
ます。
注意
・以下のような場所におかないでください。
・直射日光の当たる場所
・温度の特に高い/ 低い場所
・ほこりの多い場所 ・振動の多い場所
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・湿気の多い場所

安全上のご注意
本機を安全にご使用いただくための注意事項が示してあります。以下の点に注意し、安全にご使用ください。

この項目での図記号には以下のような意味があります。
表示内容をご理解の上お読みください。

警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を表しています。

注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合および
物的損害が発生する内容を表しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。
図記号の意味
このマークは注意（危険・警告を含む）を表しています。
具体的な注意内容は、図の中に描かれています。
左図の場合は「一般的な注意・警告・危険」を表しています。
このマークは禁止（してはいけないこと）を表しています。
具体的な禁止内容は、図の中に描かれています。
左図の場合は「一般的な禁止」を表しています。
このマークは強制（必ずすること）を表しています。
具体的な強制内容は、図の中に描かれています。
左図の場合は「一般的な強制」を表しています。

安全にご使用になるために以下の指示を必ず守って下さい。

警告

感電、故障の原因となりますので分解したり、改造したりしないで
下さい。
修理・部品の交換などは、取扱説明書に書かれていることだけを
して下さい。それ以外のことは絶対にしないで下さい。
次のような場所での使用や保存はしないで下さい。
○温度が極端に高い場所 （直射日光の当たる場所、
暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
○水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や
湿度の高い場所
○ホコリの多い場所
○振動の多い場所
○風通しの悪い場所
この機器に異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）や液体（水、
ジュースなど）を絶対に入れないで下さい。
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Raspberry Pi と接続する時は必ず Raspberry Pi の電源を切っ
た状態で行ってください。

警告

この機器をアンプ、スピーカーなどと組み合わせて使用した場
合、音量の設定によっては永久的な難聴になる程度の音量が出
力されます。不快な大音量で長時間使用しないでください。万一、
聴力低下や耳鳴りを感じたら直ちに使用をやめ、専門医に相談し
てください。
次のような場合は直ちに電源を切って電源ケーブルをコンセント
から外し、修理を依頼して下さい。
○電源ケーブルやプラグが破損したとき
○異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりしたとき
○機器が（雨などで）濡れたとき
○機器に異常や故障が生じたとき
感電の恐れがありますので、濡れた手でこの機器にさわらないで
下さい。

この機器は風通しのよい、正常な通気がある場所に設置して使
用してください。
この機器を移動させる場合は全てのケーブルを外した状態で移
動させてください。

注意

ぐらついた台の上や傾いた場所への設置は避けて、平らな状態
の場所に設置してください。
揮発性のガス（殺虫剤など）をかけたり、ゴムやビニール製品を長
時間接触させたりしないで下さい。
お手入れにはシンナー、ベンジンなどは使用せず中性洗剤を水
で薄めたものを布に染み込ませ、固く絞って拭いてください。

注意

メニューを操作した場合、操作後すぐに電源を切らないでくださ
い。
変更されたメニューが記憶されない場合があります。
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1. 付属品の確認
次の付属品がそろっていることを確認してください。
○ OLED モジュール
○SW/IR モジュール
○SW/IR モジュール接続ケーブル
○2.5mm スペーサー、及びネジ
○ 取扱説明書 (本書)
○ USB メモリ
○ 保証書（6 ヶ月）

上記の付属品がそろっていない場合は、お買い上げ店、または弊社までご連絡ください。
※上記以外のケーブル類は付属していませんので別途、お買い求めください。
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2. 本機の特徴
● 最新世代 DAC ES9038Q2M を搭載した DSD2.8MHz/5.6MHz 及び、ステレオ・リニア
PCM384KHz/32bit に対応した Raspberry Pi 専用のハイエンド DAC です。

●対象の Raspberry Pi は Raspberry Pi 3 model B 及び Raspberry Pi 3 model B+です。
●Raspberry Pi と AL-38PD を組み合わせ、Volumio や moOde といった Raspbbery Pi 用の音楽プレイヤ
ーOS を使うことにより手頃な価格で手軽に高音質なネットワーク音楽プレイヤー環境を構築すること
ができます。

●デジタル部
•

ESS Technology, Inc. 社 最新世代 32bit HyperStream ® ⅡDAC アーキテクチャを採用しさらに高
音質となった高性能 DAC IC 「ES9038Q2M」を搭載し極めて高品位にハイレゾ音源を再現します。

•

PCM32bit/384kHz、DSD64(2.8MHz)/128(5.6MHz)までのネイティブ再生が可能で現在運用されている
ほとんどのハイレゾミュージックを再生できます。

•

DoP（DSD over PCM）に対応し、DSD のネイティブ再生が可能です。

•

DSD ネイティブ再生では、2.8MHz（DoP 対応）、5.6MHz（DoP 対応）に対応します。DSD5.6MHz 再生
は moOde での対応です。

●アナログ部、入出力、電源など
•

RCA ステレオライン出力とφ3.5 ステレオジャックライン出力を装備。高品位なコンポーネントと接続する
ことで、メインの試聴機としても活躍します。

•

TI 社製 SoundPlus™高性能高品質オーディオ・オペアンプ OP1612A を搭載し、超低ノイズで超低歪な
高音質を実現します。

•

低 ESR 高性能ポリマーコンデンサを搭載し、低リップルの安定化した電源を各 IC に供給し高音質化に
寄与しています。
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3. 各部の名称と機能
3-1. トップ

2

1

3

4

5

6

7

8
9

10
1

DIP スイッチ

2

ST LED

1 を OFF（ノブを下）にすると単体モードで、ON（ノブを上）にすると
SW/IR による制御モードになります。
2 は OFF（ノブを下）のままにしてください。
単体モード（DIP スイッチ 1 を OFF）の時、点灯します。

3

PWR LED

Raspberry Pi の電源を入れると点灯します。

4

40Pin 端子

Raspberry Pi 接続端子です。

5

φ3.5 ステレオミニジャッ
ク
RCA ステレオジャック
OLED 4Pin 端子
DSD LED
PCM LED
SW/IR 端子

φ3.5 ステレオミニジャックライン出力です。

6
7
8
9
10

RCA ステレオライン出力です。
OLED 接続用の 4Pin 端子です。
DSD 信号が入力されると点灯します。
PCM 信号が入力されると点灯します。
SW/IR（ロータリースイッチ・IR）モジュールの接続端子です。
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3-2. OLED 装着時

11
11

OLED

入力信号の種別 DSD または PCM、サンプリング周波数と
ボリューム値が表示されます。

3-3. SW/IR モジュール

12
13
14
12

6Pin コネクタ

AL-38PD の SW/IR 端子とのケーブルのコネクタです。

13

IR

14

ロータリースイッチ

赤外線リモコンの受光部です。リモコンは将来的な拡張機能で予定
しています。
●ロータリーエンコーダ電子ボリュームにより出力音量の調整が
できます。
●スイッチを押すことで順にバランス設定モード、通常画面へと
モードの切換えが行えます。
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3-4. OLED 表示内容
3-4-1. 通常画面

16

15
15

入力信号

16

ライン出力ボリューム値

入力信号の種別 DSD または PCM、サンプリング周波数が表示
されます。無信号の場合や認識できない入力信号の場合は
何も表示されません。
ライン出力ボリューム値が 0（最小）～80（最大）の 81 ステップで表
示されます。

3-4-2. バランス設定モード

17
17

左右バランスマーカー

ロータリースイッチつまみを左に回すと、マーカーが左に移動し左の
音量が大きく（右の音量が小さく）なります。
ロータリースイッチつまみを右に回すと、マーカーが右に移動し右の
音量が大きく（左の音量が小さく）なります。
マーカーが中央にある場合は左右同音量です。
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4. 接続方法
4-1. Raspberry Pi との接続
Raspberry Pi の 40Pin 端子と本機の 40Pin 端子とを接続します。
Raspberry Pi と接続する時は必ず Raspberry Pi の電源を切った状態で行ってください。

入力可能オーディオ信号
PCM

対応サンプリング
対応音声フォーマット
対応ビット長

DSD

対応周波数
対応音声フォーマット

44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384KHz 自動検
出
ステレオ・リニア PCM
24 / 32bit (※16bit は Volumio や moOde 上で 32bit に変換
する設定を行ってください)
2.8MHz (DSD64) 、5.6MHz (DSD128)
DSF フォーマット

DSD ネイティブ再生について
Volumio や moOde などの DSD 対応の音楽プレーヤーを使用することで、DSD ネイティブ再生を可能
にします。
※音質や POP ノイズなどは各プレーヤーに依存しますので、操作方法は各プレーヤーの説明書
などを参照してください。

4-2. ライン出力信号の接続 (アンバランス/ステレオ RCA ジャック)
本機に入力されたデジタルオーディオ信号が D/A (Digital-to-Analog) 変換され、アナログ信号 (ラインレ
ベル(2Vrms)) が出力されます。アナログ入力のある D 級アンプや A 級アンプなどと接続します。

4-3. ライン出力信号の接続 (アンバランス/φ3.5 ステレオミニジャック)
本機に入力されたデジタルオーディオ信号が D/A (Digital-to-Analog) 変換され、アナログ信号 (ラインレ
ベル(2Vrms)) が出力されます。アナログ入力のある D 級アンプや A 級アンプなどと接続します。
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5. 操作方法
5-1. DIP スイッチの設定
1 が ON（ノブを上）の時は SW/IR モジュールによる制御モードです。
SW/IR モジュールのロータリースイッチで音量調整やバランス設定ができます。

2 は OFF（ノブを下）のままにしてください。

1 が OFF（ノブを下）の時は単体モード（SW/IR モジュールを使わないで音量最大固定）です。
ST LED が点灯します。

5-2. ライン音量の調整（通常時）

1

右回りに回すとライン音量が大きくなります。

2

左回りに回すとライン音量が小さくなります。

5-3. モードの切替

1

ロータリースイッチつまみを押すと
バランス設定モード、通常画面と順に切り替わります。
バランス設定モード時に５秒以上何も操作しないと
通常画面に自動で戻ります。

2

右回りに回すとバランス設定モード時に右の音量が大
きく（左の音量が小さく）なります。
詳細は 3-4-2. 項を参照してください。

3

左回りに回すと左の音量が大きく（右の音量が小さく）
なります。
詳細は 3-4-2. 項を参照してください。
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6. 動作がおかしい場合
●音が出ない、ほとんど聞こえない
◇各機器同士が正しく接続されているか確認。
◇本機と接続した機器の電源が入っているか確認。
◇接続機器のボリューム値が最小レベルになっていないか確認。
◇Volumio や moOde のオーディオの設定が適切にされているか確認。
●本機の電源 LED が点灯しない
◇Raspberry Pi との接続が正しいか、また Raspberry Pi の電源が入っているかを確認してください。
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主な仕様
周波数特性
全高周波歪率
ライン出力レベル
ライン出力端子
THD+N
ダイナミックレンジ
使用 DAC

対応サンプリング

対応 OS
入力可能 PCM データ
入力可能 DSD データ
DSD ネイティブ再生 DoP 対応
について
電源
消費電流
コネクタ
外形寸法
重量

付属品

※

PCM：10Hz～80kHz(±0.5dB)、
DSD：10Hz～50kHz(-3dB)
0.0007%以下
2Vrms（アンバランス／OCL）DC 出力
ステレオ RCA ジャック (アンバランス)、
3.5mm ステレオミニジャック
120dB
129dB
HyperStream®Ⅱアーキテクチャ採用「ES9038Q2M」
PCM 最大 384KHz/32bit、DSD2.8M：5.6M：11.2M
PCM：44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384KHz
24/32bit ※PCM 16bit は Volumio,moOde で 32bit に変換しま
す。
DSD： 2.8MHz (DSD64)、5.6MHz (DSD128)
Volumio （ネイティブ対応は PCM 192KHz、DSD2.8MHz まで）
moOde （ネイティブ対応は PCM 384KHz、DSD5.6MHz まで）
ステレオ・リニア PCM
DSF フォーマット
DSD：2.8MHz（DoP 対応）、5.6MHz（DoP 対応）
DC5V（Raspberry Pi から給電）
120mA
3.5mm ステレオミニジャック、ステレオ RCA ジャック、
OLED 接続端子、SW/IR 接続端子、Raspberry Pi 接続端子
W85×D56.5（突起部含まず）、
約 40g
OLED モジュール取り付け済み、SW/IR モジュール、SW/IR モジュ
ール接続ケーブル、2.5mm スペーサー、及びネジ、USB メモリ、取
扱説明書、
保証書

商品改良の為、仕様・製品ボード及びファームウェア・外観等を予告なく変更することが
あります。ご了承下さい。

- 14 -

連絡先
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アムレック
本

社

新潟県上越市中郷区二本木 886-2
TEL：

〒949-2304

0255-78-7870 FAX： 0255-78-7870
ホームページ

http://www.amulech.com

注文メール

order@amulech.com

質問メール

inquiry@amulech.com
AL-38PD 201908
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