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1. 安全上の注意事項 

1.1.  ACアダプターの使用について  
ACアダプターは必ず15 V DC、1500 mAの物で、三芯のプラグのみをお使いください。このスペック以外のアダプター
の使用は、製品の故障や安全上の問題を引き起こす可能性があります。ACアダプターは当該電圧のコンセントに接続し
てご使用ください。またACアダプターをコンセントから抜く際は、ケーブルを引っ張るのではなく、必ずプラグを持っ
て引き抜いてください。落雷の際、あるいは長期間使用しない場合はACアダプターをコンセントから抜いておいてくだ
さい。  

1.2.  使用環境  
火災、感電、あるいは故障を避けるため、以下の環境ではuTrack 24を使用しないでください： 
•極めて高温の場所  
•暖房器具やストーブなどの熱源の近く  
•湿度が高く湿気のある場所  
•極度の埃や砂のある場所  
•極度の震動や衝撃のある場所  

1.3.  取り扱い 
 感電の原因となりますので、花瓶などの液体の入った物体をuTrack 24の上に置かないでください。火の灯った蝋燭な
ど、直に火を発する物体は火災の原因となりますのでuTrack 24の上に置かないでください。uTrack 24は精密機器です。
キーやその他の操作ボタンに過度の圧力をかけないでください。また、落下させないように気を配り、衝撃や過度の圧力
に晒さないようご注意ください。 コインやピンといった物体や液体が筐体内に入り込まないようご注意ください。  

1.4.  ケーブル及び入出力ジャックの接続  
ケーブルを接続する際は、その種類にかかわらず、必ずuTrack 24や他の全ての機材の電源をお切りください。また、
uTrack 24を移動させる際は、電源ケーブルを含む全てのケーブルの接続が外れていることをお確かめください。  

1.5.  改造について  
uTrack 24を開けたり、改造を加えたりすると製品の故障に繋がりますので、そうした行為は絶対に行わないでください。  

1.6.  音量 
聴覚に障害をきたす恐れがありますので、uTrack 24の大音量での長時間にわたる使用はお控えください。 
  

2. 使用上の注意事項 

2.1. 電気干渉 

安全を考慮し、uTrack 24は機体内部からの電磁放射や外的な干渉に対し、最大の防護が施されております。しかしな
がら、干渉の可能性を完全に無くすことはできませんので、干渉の対象となり得る機器や強力な電磁波を発する機器の
側にuTrack 24を設置するのはお避けください。uTrack 24を含む全てのデジタル操作機器にとって、電磁干渉は故障
の原因となるだけでなく、データの破損に繋がる恐れがあります。 使用に際しては細心の注意をお願います。 

2.2. お手入れ 

uTrack 24は乾いた柔らかい布でお拭きください。必要に応じて多少布を湿らせてください。 研磨剤、ワックス、また
は溶剤（ペイント希釈材や洗浄アルコールなど）の使用は、表面の仕上げを曇らせたり傷つけたりすることがあります
ので絶対に使用しないでください。このマニュアルは将来的な使用に備え、管理しやすい場所で保管してください。 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3. 保証期間 

Cymatic Audioの製品保証に関する詳細はwww.cymaticaudio.comにてご確認ください。  !
認可 
これはEuropean Union Council Directives and StandardsのDirective 2004/108/EC for Electromagnetic compatibility 
(EMC)及びLow Voltage Directive 2006/95/ECに適合した製品です。 

これはEU Directive 2011/65/EU for the Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in 
Electrical and Electronic Equipmentに適合した製品です。鉛 (Pb)、カドミウム (Cd)、水銀 (Hg)、６価クロム 
(Cr+6)、PBBまたはPBDEはこの製品には意図的に使用されていません。全てのパーツに於いて、これらの物質の数値
はRoHS で定められた基準値を下回っております。 
この機器は動作検証の結果、47 CFR of PART 15及びFCC rules Part 15B: 2010の基準を満たしていることが確認されています。 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4 .初めに  

Cymatic Audio uTrack 24をご購入頂きまして有り難うございます。 
このuTrack 24は３つのパワフルな機能を併せ持った製品です：  
•24トラックのソリッドステートレコーダー  
•24トラックのデジタルオーディオファイルプレーヤー  
•24入力、24出力のコンピューターオーディオインターフェース 

ここまで求めやすい価格、そしてここまでコンパクトな設置面積でありながら、ここまでパワフルな機能を併せ持つ機器
はこれまで存在しませんでした。uTrack 24は常に店頭でお求め頂ける標準的なUSBドライブへの録音やドライブからの
再生が可能であり、それに加え多くのプロフェッショナルな機能が搭載されております。 
大型で細密なディスプレイと扱いやすいフロントパネルのハードウェアコントロールがとても直観的で簡単な操作を実現
しました。録音はフロントパネルの“Record”ボタンを押せばOKです。 !
uTrack 24には将来性も備わっています。拡張パネルにより入出力の増加も可能であり、ネットワークポートが別の操作
メカニズムの介在を可能にします。* また、uTrack 24のファームウェア・アップグレードはユーザーによりインストール
が可能となっており、将来的に機能や互換性を追加することができます。  !
5 .UTRACK 24機能リスト  

24チャンネルのマルチトラックレコーダー  
- 25ピンD-Subコネクターを介し24チャンネルのバランス入出力の接続が可能 
- オプションとなるデジタル拡張モジュールにより24x24オーディオI/O形式での使用が可能  
- 最高24ビット解像度、96kHzサンプルレート 
- フロントパネルのUSBポート経由で標準的なUSBドライブに直接録音が可能  
- 入力チャンネル毎に３セグメントのハードウェア入力メーターが搭載されており、24セグメントのフルスケール
メーターとしての使用も可能  
- 大きく簡便なフロントパネルのトランスポートボタン  
- 内部DSPミキサーが24入力に対するステレオモニターミックスをフロントパネルのヘッドフォン出力及びリアパ
ネルのモニター出力から提供し、それぞれの出力でボリューム操作が可能。 24セグメントのハードウェア入出力
メーターを使用の上、24入力チャンネルの全てでレベル、パン、ミュート、そしてソロの操作が可能であり、　
これら全ての機能に対し外部ミキサーは不要。  
- ２台のuTrack 24レコーダーをシンクロナイズすることによりトラック数は48に増加 *  
- 将来的に外部ソフトウェアからの遠隔操作を可能とするRJ-45 Network接続を搭載*  
- BNCワードクロック入出力が規模の大きいデジタルシステムとの統合を実現  
- 大きく微細なLCDスクリーン、独立したメニューボタン、そしてロータリープッシュコントロールが様々な設定
に対する直観的で迅速な調整を実現  

24チャンネルのマルチトラックプレーヤー 
- 24トラックのオーディオ再生はサウンドチェックや既に録音されたトラックを使用するライブパフォーマンス
に打って付け  
- スタンダードMIDIファイルとの同期再生*  
- 再生中にフロントパネルからダイレクトに曲を編集 
- オプションとなるフットスイッチでの再生の開始と停止が可能  
- リアルタイムでのループ再生が可能であり、マークのインとアウトポイントが簡便なループ再生を実現  
- 無料でダウンロード可能なプレイリストエディターにより、簡単にカスタムのオーディオプレイリストが作成でき、
以下の項目のカスタマイズが可能：  

 ○ オーディオファイルの出力チャンネルをアサイン 
 ○ セットリストの作成 
 ○ 曲間の一時停止時間を設定 
 ○ 曲間の連続再生をアサイン  
*将来的なファームウェアアップデートで追加されます。 
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24入力、24出力のコンピューターオーディオインターフェース 
- 独立したコントロールルーム及びヘッドフォン出力が搭載されており、それぞれ個別にレベル調整が可能  
- 24ビット/96kHzをサポート  
- OSX、Windows及びiOSに対応 !

6. 内容物  

uTrack 24には以下が同梱されます： 
•uTrack 24  
•AC/DC電源アダプターと電源ケーブル  
•取り外し可能なラック用アタッチメント  
•USBケーブル 
•印刷版クイックガイド  !

7. このユーザーマニュアルの使用方法  

このユーザーマニュアルはuTrack 24の諸機能や付属ソフトウェアの使用方法を説明した幾つかあるドキュメントのう
ちの一つです：  !
•このドキュメントはユーザーマニュアルの完全版です。このドキュメントはuTrack 24に関する最も包括的な情報
が掲載されており、全ての操作について記述してあります。 !
•製品には８ページ綴りのクイックガイドが同梱されます。製品を使用し始める際の手短な説明につきましては
クイックガイドご参照ください。 !
•uTrack 24は無償でダウンロード可能なソフトウェアである“WavTool”との使用が可能であり、このソフトウェア
の使用により、uTrack 24のマルチチャンネルbroadcast wave ファイルを標準的なモノのwaveファイルに変換す
ることができます。WaveToolソフトウェアとマニュアルはwww.cymaticaudio.comよりダウンロードしてくださ
い。 !
•uTrack 24は無償でダウンロード可能なプレイリストエディターの使用が可能であり、これによりuTrack 24で
再生可能なカスタムのオーディオプレイリストが作成できます。プレイリストエディターのダウンローは
www.cymaticaudio.comから行ってください。  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8. UTRACK 24フロントパネル 

1. USBポート 
このポートには標準的なUSBドライブを接続します。uTrack 24はここに接続されたUSBドライブを介して最大24トラッ
クのオーディの録音と再生を行います。uTrackのサポートするUSBドライブの容量は2GBから16TBとなっております。 

2. フロントパネル液晶ディスプレイ 
このモノクロLCDディスプレイには録音や再生時に有益な情報や、設定メニューを使用する際に必要となる情報が表示
されます。 

3. エンコーダー・ホイール 
このエンコーダー・ホイールを回転させて諸設定を調整します。またこのホイールにはプッシュ機能もついていますので、
ボタンとしても機能します。 

4. メニュー/ループボタン 
メニュー/ループボタンを押してuTrack 24の設定メニューを表示させます。これにより諸設定の調整が可能となります。
オーディオ再生時はこのボタンで再生ループを行います。 

5. バックボタン 
バックボタンを押すと、メニューの階層を戻ることができます。複数回推すとホーム画面まで戻ります。 

6. ブラウズボタン 
ブラウズボタンを押すとブラウザ画面のオンオフが切り替えられます。ブラウザ画面では接続されたUSBドライブ内の
ファイルをナビゲートし、任意で選択して再生することができます。 

7. スキップバック/フォワードボタン 
再生中、このボタンを押すと、オーディオテイク（録音）内に保存されたマーカーまで後ろにスキップ、または前に 
スキップすることができます。プレイリストを再生する際は、このボタンでプレイリスト内の曲をナビゲートします。 

8. 停止ボタン 
録音や再生を停止する際は停止ボタンを押します。 

9. 再生ボタン 
ロードされたプロジェクトを再生する際は再生ボタンを推します。録音中に再生ボタンを推すと、そのタイムライン上に
新たなマーカーが追加されます。 

10. 録音ボタン 
新規で録音を開始する際は録音ボタンを推します。uTrack 24は録音ボタンが押されると、すぐに新しい録音の開始が
可能な状態になります。  !

注:  uTrack  24が再⽣生中でない、あるいはプレイリストモードではない時、デバイスは⾃自動的に“録⾳音待機”モードになります。
これは⼊入⼒力力オーディオ信号に対し、コンスタントに最低2.7秒（録⾳音チャンネルの数やサンプルレート及び解像度度により異異な
ります）のバッファを設けることを意味し、録⾳音ボタンが押され次第、このオーディオデータは録⾳音ファイルに書き込まれ
ます。従いまして、もし、バンドが演奏し始めた際に、録⾳音ボタンを押し忘れてしまったとしても、その曲のダウンビート
に⼊入ったところで録⾳音ボタンを押すのが間に合えば、曲は冒頭から録⾳音されます。僅か数秒であれば、録⾳音ボタンを押すの
が遅れたとしても、uTrack24はパフォーマンスを余さず録⾳音します。    

!
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11. メーター 
24基の個別のLEDメーターが、録音時は入力信号の強弱を、再生時は出力信号の強弱を表示します。このLEDメーター
には二通りの使い方があります：  
•録音時、または再生時は、24基の個別のLEDメーターはチャンネル１から24の入出力レベルを表します。 
  各チャンネルのLEDは３セグメントのメーターとして、状況に応じて３種類の色を表示します： 

 ○ 緑: -30dB  
 ○ 黄: -6dB  
 ○ 赤: オーバーロード 
•オンボードのモニターミキサーを使用する際は、録音時、あるいは再生時に選択された単一のチャンネル 
（チャンネルフォーカスモード）に対する24セグメントの入出力メーターとして機能します。 

12. メイン出力ボリューム調整 
リアパネルのメイン出力のレベル調整を行います。 
メイン出力からはオンボードモニターミキサーのステレオ信号（スタンドアローン録音機/再生機モード）、または 
DAWソフトウェアの出力1-2（コンピューターオーディオインターフェース）の信号が出力されます。 

13. ヘッドフォンボリューム調整 
フロントパネルのヘッドフォン出力のレベル調整を行います。ヘッドフォン出力からはメイン出力と同じ信号が出力
されます。 

14. ヘッドフォンコネクター  
ヘッドフォンを接続し、オンボードモニターミックス、またはDAWソフトウェアの出力1-2をモニターします。 
uTrack 24に搭載されたヘッドフォンアンプは接続されたヘッドフォンに力強く、クリーンな信号を出力します。 

15. フットスイッチコネクター 
ここへ標準的な２ポジションのフットスイッチを接続することで、種々の機能に対するハンズフリーの操作が可能と
なります。詳細につきましてはこのドキュメントの“フットスイッチ”の項をご参照ください。  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9. UTRACK 24リアパネル 

1. オプションカード用スロット (1.0ファームウェアでは機能しません) 
uTrack 24にはオプションとして24入力、24出力カードを追加しオンボードのアナログI/Oからのチャンネル数を増加
させる機能が搭載されております。 
このパワフルな柔軟性に富んだ機能によりuTrack 24で以下が実現します： 
•ユニットに24チャンネルのデジタルI/Oを拡張し、お好みのA/D及びD/A変換機と併用  
•uTrack 24にデジタルI/O形式を追加し、24x24チャンネルのネットワークオーディオを実現。これにより単一
のケーブルでより規模の大きいシステムとの統合が可能となります。詳細はwww.cymaticaudio.comにてご確認
ください。  

2. アナログ入力 1-24 
最大24の個別の入力を接続し、そのオーディオ信号を録音。24のオーディオ信号は以下の何れかに録音されます：  
•フロントパネルのUSBポートに接続された単一のUSBドライブ  
•リアパネルのUSBポートに接続されたコンピューターで動作するDAWソフトウェア 

3. アナログ出力 1-24 
これらの24のオーディオ出力からは以下の何れかの信号が出力されます：  
•フロントパネルのUSBポートに接続されたUSBドライブからのマルチトラックのオーディオプロジェクト  
•リアパネルのUSBポートに接続されたコンピューターで起動するDAWのマルチトラックセッション 

アナログの入出力は共に+20dBでバランスのラインレベルであり、３つの８チャンネル、25ピンのDサブコネクターで
構成されます。Dサブコネクターは下記の通り、タスカムスタンダードでワイヤリングされております。  

4. メイン出力 
メイン出力は２チャンネルの信号を送出し、ソースは下記の何れかとなります： 
•オンボードの24チャンネルモニターミキサーのステレオ出力。この場合、メイン出力からは24入力、または出力
チャンネルのステレオミックスをモニターすることができ、信号は接続された一対のモニタースピーカーへと出力
されます。  
•DAWソフトウェアのチャンネル1-2。この場合、メイン出力からはDAWセッションのステレオミックスをモニター
することができ、uTrack 24はレコーディングスタジオにてコンピューターに対するオーディオインターフェースと
して動作します。!

メイン出力はバランスの1⁄4インチTRSコネクターとなっており、レベルは+4dBとなります。  

!!
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5. ワードクロック入力 
uTrack 24はBNCワードクロック入力経由で、外部ワードクロックに対しスレーブで動作することができます。これに
より、全ての機器のクロックが同期している必要のある、より規模の大きなデジタルオーディオ環境と統合することが
できます。 
内部クロックではなく、外部クロックに対してスレーブとして動作させる際は、uTrack 24の“ワードクロック”にて
然るべき構成に変更してください。LCDの上方にある設定バーにて、uTrack 24が内部クロックで動作しているのか、
外部クロックに対して同期しているのかが表示されます。 

6. ワードクロック出力 
このコネクターからは、標準的なデジタルワードクロックがuTrack 24で設定されたサンプルレートで出力されます。
ワードクロック出力はuTrack 24をクロックマスターとして使用し、他のデジタル機器をスレーブとしてuTrack 24の
内部クロックに同期させる際に便利です。 

7. 同期入力/出力コネクター（1.0ファームウェアでは機能せず） 
これは複数のuTrack 24を48トラックの録音システムで同期させるためのものです。この同期機能はuTrack 24の1.0
ファームウェアでは機能しません。 

8. MIDI出力コネクター（将来的なファームウェアアップデートで使用可能に） 
MIDI出力コネクターからは、プロジェクトのオーディオファイルのフォルダに存在するSMF（スタンダードMIDIファイ
ル）からMIDI信号を出力します。 
これによりuTrack 24から、ソフトウェアシンクロナイザー、MIDI操作の照明システム、エフェクト切り替えシステム
といった機器にMIDIデータを送出し、uTrack 24のオーディオ出力から送出されるオーディオデータと同期させること
が可能となります。 

9. USBコネクター 
リアパネルのUSBコネクターは、Windows機やOS Xで動作するコンピューター、またはiPadカメラ接続アクセサリー
と接続します。これにより、uTrack 24は24入力、24出力のオーディオインターフェースとして機能します。 
お使いのDAWで24チャンネルのオーディオを個別に入力することで、演奏者や楽器をそれぞれ独立したトラックに
録音できるようになり、システムに最大の柔軟性をもたらします。 !
24チャンネルの個別の出力はDAWセッションに於ける出力のルーティングに柔軟性をもたらし、例えば、外部ヘッド
フォンアンプへ向けて複数のヘッドフォンミックスを同時に出力できるようになるほか、24チャンネルのオーディオを
外部のアナログミキサーに出力し、同製品外でのミックスも可能になります。 

10. ネットワークコネクター 
このRJ-45コネクターにより、uTrack 24を標準的なイーサーネットネットワークに接続できます。現行バージョンの
ファームウェアでは、ネットワークコネクターはuTrack 24のファームウェアをアップデートする際にのみ使用可能と
なっております。 
将来的なファームウェアアップデートで、uTrackの録音、再生、そしてマスタリング機能をネットワーク上のコンピュー
ターやタブレットソフトウェアで使用できるようになります。  

11. 電源コネクター 
このコネクターは外部電源を接続します。uTrack 24に同梱される電源ユニット以外は絶対に接続しないでください。 
uTrack 24には電源のオンオフボタンがついていないことをご留意ください。これは設計上、誤って電源を切って録音
の妨げとならないよう、意図的に除外されました。 
電源コネクターが電源ユニット経由でコンセントと接続されている限り、uTrack 24は常にオンの状態となります。 !
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10. ライブコンサート録音用としてuTRACK 24をミキサーと使用するには 

!
uTrack 24はライブコンサートで24トラックの個別のソースを録音する上で打って付けのツールとなります。 作業後、
お使いのDAWへインポートすることが可能です。物理的な接続は以下の通り行ってください： !
1. アナログミキサーのバランスのダイレクト出力24チャンネルをuTrack 24のアナログ入力に接続します。  !
2. uTrack 24のフロントパネルのフォーンジャックにヘッドフォンを接続するか、あるいはリアパネルのメイン
出力に一対のモニタースピーカーを接続します。これにより、24トラック録音のステレオミックスのモニター
や調節が、面倒な作業や出費をせず、またアウトボードのモニターミキサーと接続することなく実現します。  !

3. 同時に、uTrack 24から24トラックのマルチトラックオーディオをライブ用コンソールへ出力することも可能
であり、録音した以前のパフォーマンスを使用することで実際的なサウンドチェックが行える他、録音済みの
トラックをライブパフォーマンスで使用することにより、ライブの規模拡大にも繋がります。  !

4. uTrack 24のアナログ出力をミキサーのライン入力に接続します。FOHのオペレーターは、ライン入力のミキ
サーチャンネルへ切り替えることでuTrack 24の24チャンネルの再生をモニターすることが可能となります。  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11. UTRACK 24とスプリット/アウトボードのマイクプリと併用する 

状況により、uTrack 24をミキサーのダイレクト出力ではなく、録音用スプリットのステージスネークと接続し、 
より高度な録音システムとして使用する必要が生じ得ます。 
この場合、接続方法は以下の通りとなります： !
1. ステージ上のマイクの信号はレコーダー出力の専用スプリットを持つマイクスプリッターへ接続します。 !
2. レコーダー出力（マイクレベル）をマイクプリの入力へ接続します。 !
3. マイクプリのラインレベル出力をuTrack 24のアナログ入力に接続します。 !
4. uTrack 24のフロントパネルのフォーンジャックにヘッドフォンを接続し、uTrack 24のマルチトラック録音
のステレオミックスをモニターします。  !

5. もし、ミュージシャンと音響環境上は慣れた場所で作業する場合は、uTrack のリアパネルのメイン出力に一
対のパワードスピーカーを接続することも可能です。これによりスピーカーでオンボードのステレオミックス
をモニターし、フロントパネルのボリューム調整でモニターのレベル調節を行うことが可能となります。  

page  12



Cymaticaudio社製 uTrack24 操作の手引き

12. 録音と再生の手ほどき 

12.1. 録音用に外付けのUSBドライブを準備 
uTrack 24は24ビットで、24の個別のトラックのオーディオを直接標準的な外付けUSBドライブに録音します。これを行
う上でコンピューターは必要ありません。接続されるUSBドライブはFat32でフォーマットされている必要があります。 

!    使⽤用するUSBドライブがオーディオ録⾳音に適したフォーマットであることを確認するため、uTrack  24の“Format  USB  
Drive”機能を使⽤用の上、接続されるUSBドライブを最初にフォーマットすることを推奨します。  

フォーマットを開始するには、先ずメニューを押し、“UTILITIES”をスクロールし、ロータリーエンコーダーを押して
“Format USB Drive”を選択します。フォーマットを開始すると、下記が画面に表示されます： 

フォーマットが完了すると下記が画面に表示されます：  

ドライブが接続されていない状況でフォーマットを行おうとすると、下記が画面に表示されます： 

!  注：フォーマットには様々な種類がありますので、録⾳音を⾏行行う前に、uTrack  24のフォーマット機能を使⽤用の上でドライブを
フォーマットして頂くことを強く推奨します。これにより、録⾳音に最適なドライブ環境が整います。 

コンピューターでUSBドライブのフォーマットを行うと、ストーレッジのパフォーマンス低下や、オーディオの消失に
繋がることがあります。  

!  注： 　フォーマットを⾏行行うと、ドライブ内の既存のデータやパーティションは全て消失します。 

!
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12.2. USBハードドライブとUSBフラッシュドライブ 
uTrack 24で接続したUSBドライブにオーディオを録音する際、一般的に入手可能なUSBドライブには大きく分けて
２種類の製品があることを理解するのが重要となります。 

12.2.1. USBハードドライブ 
USBハードドライブとは、データを回転する磁気ディスクに記録する伝統的な“パーツの動く”ハードドライブです。 
これはuTrack 24で使用する上で推奨されるタイプのドライブであり、データの書き込み速度と読み取り速度が最も 
安定しております。 
uTrack 24には２種類のUSBハードドライブが使用できます: 
•キャパシティの大きい3.5インチハードドライブ: 
通常このタイプのドライブは、電源アダプター経由でコンセントから電源供給を行います。 

•キャパシティの小さい2.5”インチハードドライブ: 
これはバスパワーのドライブであり、電源供給はuTrack 24からUSBデータケーブルを経由して行われます。
これは接続するケーブルが少ないより簡便なソリューションであり、ドライブは小型かつ軽量になる傾向が 
あります。 

12.2.2. USBフラッシュドライブ 
USBフラッシュドライブはフラッシュメモリが内蔵された動くパーツのない種類のUSBドライブです。 
以下にUSBフラッシュの例を記します： 
•USBサムドライブまたはキーチェーンドライブ: 
親指サイズ、あるいはキーホルダーにつけられるほど小型であり、容量は4GBから128 GBまで様々な種類が
あります。  

•USBソリッドステートドライブ（SSD）: 
通常、2.5インチの筐体に収まっている安価なドライブです。 
一般的な容量は120ギガバイトから大きなものは１テラバイトまであります。  

uTrack 24でこれら２種類のUSBフラッシュドライブの使用は推奨されません。 
これはこれらドライブのデータの書き込み速度と読み取り速度が安定していないことに起因します。データの書き込み
と読み取りの平均速度自体は十分に速いといえますが、この類いのドライブはデータの書き込み中に停止することが 
あります。この特性は、uTrack 24のように、データの欠損を回避すべく継続的にデータストリームの書き込みを行う
必要のあるデバイスには不向きであると言えます。 !
12.2.3. USBドライブの種類の自動検出 

フロントパネルのUSBポートにUSBドライブが接続されると、接続されたドライブはマウントされ、uTrack24は録音
と再生に向けて最適化します。容量の大きなドライブでは、この作業に30秒ほど要します。  
•uTrack24のデフォルトの録音形式は24トラック、24ビット、48 kHzに設定されています。 
 通常のUSBドライブであれば、この設定で録音を行う上で欠損などの支障を来すことはありません。ただし、 
 本番で使用する前に、同じドライブで予定される録音時間と同じだけのテスト録音を行うことをお勧めします。  
•USBフラッシュドライブが検出されると、uTrack 24はこの種類のUSBドライブではデータの欠損が起こりえる
旨のアラートを表示します。  

•その上で、uTrack 24は自動的に録音形式を16ビット、16トラックに引き下げます。 
•この設定にするとデータの情報量が減り、フラッシュドライブであっても正常に動作する可能性が高まります。
録音メニューにてここの設定値を変更することは可能ですが、何れにしろ、事前に長時間の録音テストを行って 
頂くことをお勧めします。 !
•要約しますと、録音において何時如何なる時でも欠損を生じさせないようにするには、以下のステップを踏んで
頂く必要があります：  
- 必ずUSBハードドライブを使用し、USBフラッシュドライブの使用はお控えください。 

page  14



Cymaticaudio社製 uTrack24 操作の手引き

- 必ずuTrack 24のフォーマット機能でドライブをフォーマットし、コンピューターでのフォーマットは 
　お控えください。 
- 必ず実際に使用するUSBハードドライブでテスト録音を実施し、予定の録音時間と同等かそれ以上の 
　時間をテストに費やしてください。 
　録音後は録音ページでデータの欠損が報告されていないことを確認し、 更にコンピューターにドライブ　　　　 
　をマウントした上で、テイクフォルダ内に欠損ログファイルがないことを確認してください。 
- 新規で録音を行う場合は、常にuTrack 24のフォーマット機能でドライブを再フォーマットしてください。
この作業は必ずしも必要ではありませんが、ディスクの断片化防止に効果を発揮します。 
- テスト録音で欠損が発生せず、本番の録音前にuTrack 24で再フォーマットを行えば、極めて高い確立で
録音作業が可能です。  

フォーマットしたてのUSBハードドライブの読み取りと書き込み速度は安定しており、既知数が変化しないので（USB
フラッシュドライブはこの限りではありません）、本番の録音でもテスト録音同様に何も問題が生じないという自信が
得られます。 !
12.3. 録音を開始 
uTrack 24の録音のデフォルト設定は以下の通りです： 
•24トラック 
•24ビット 
•48 kHz 

上記の設定はRECORDINGメニューにて変更可能です。詳細は“uTrack 24システムメニュー”の項にてご確認ください。
録音は、単純に録音ボタンを押すだけで始まります。uTrack 24は直ちに内部バッファより接続されたUSBドライブに
オーディオを書き込み始めます。画面はRECORD画面に切り替わります。始めの２秒間はアクティブな録音チャンネル
の数が表示され、該当するチャンネルのLEDが点滅します。その後、画面は録音時間を表示します。 !
uTrack 24は、再生モード、あるいはプレイリストモードにないとき、自動的に録音準備モードになります。これは 
コンスタントに最低2.7秒（録音チャンネル数、サンプルレート、そして解像度により変動します）入力されるオーディオ
信号をバッファしていることを意味し、録音ボタンが押され次第、ファイルを録音し始めます。  

12.4.  24チャンネル入力メーター 
uTrack 24のフロントパネルには24個の独立したLEDが搭載されています。各LEDは録音チャンネルに対する、 
３セグメントの入力レベルメーターとして機能します。 
これにより入力される信号レベルを把握することができ、音源側の出力の調整に役立ちます。  

12.5.  マーカーを追加 
uTrack24は録音中に最大99個のマーカーを追加することができます。マーカーは位置的な基準として、録音された 
もののスポットを把握するのに便利です（曲１、曲２、バース、コーラス、など）。 
録音中にマーカーを追加する際は、再生ボタンを押します。これで新規マーカーが作成され、画面上のMarkersフィールド
の数値が増加します。 
もしお使いのDAWがこの機能をサポートしているようであれば、ファイルのインポート後にDAWセッションにて
マーカーを視認することが可能となります。また、マーカーは録音されたプロジェクトを分断するツールとしても使用
でき、この機能はUSBドライブからWavToolを使用の上で録音されたファイルをコピーする際に便利です。 

12.6.  間断ない録音  
録音中に録音ボタンを押すと、１サンプルも失うことなく新しいテイクを作成することができます。新しいテイクの録音
設定はその前のテイクと同じです。更に、これらのトラックはプレイリスト内にて間断なく再生することができます。  

12.7.  オーディオの再生  
録音したオーディオを再生する際は、単純に再生ボタンを押すだけでOKです。  
接続されたUSBドライブ内の異なるテイクをナビゲートする際は、下記の何れかを行います：  
- スキップバックとスキップフォワード、あるいはロータリーエンコーダーを使って再生可能なテイクをナビゲート
します。 
- ブラウズボタンを押し、ロータリーエンコーダーでオーディオデータのあるフォルダをナビゲートし、再生したい
テイクを選択します。 
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12.8. インポイントとアウトポイント間をループ再生 

uTrack 24では、テイクを再生中に“マークイン”と“マークアウト”ポイントを作成することにより、ループ再生を行う
ことができます。これは前述のマーカーとは異なり、マルチトラックのテイクには保存されません。  !
マークインとマークアウトの設定方法： 
1. 再生ボタンを押して再生を開始します。 
2. メニュー/ループボタンを押して画面にループポイントをコールします。 
3. ロータリーエンコーダーを回転させ、マークインポイントを変更し、エンコーダーを押して決定します。 
4. ロータリーエンコーダーを回転させ、マークアウトポイントを変更し、エンコーダーを押して決定します。マー
クアウトポイントを選択すると、２つのポイント間をループ再生します。  

※ループ再生をキャンセルし、マークイン/マークアウトポイントを削除する際は、バックボタンを押します。 !
マークイン/マークアウトポイント間のループ再生は実際のサウンドチェックの際に便利な機能です。FOHエンジニアが
特に注意してチェックをしたい箇所に差し掛かったとき、この機能で重要な箇所をループ再生することができます。こ
れにより、その重要箇所のライブミックスを重点的にチェックすることが可能となります。 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13. UTRACK 24のファイル形式 

uTrack24は長時間にわたる連続的なオーディオのキャプチャへの特化を前提として設計されました。録音時に、
uTrack24は複数の入力チャンネルのデータを単一のマルチチャンネルwaveファイルとして保存します。 
多くのDAWが扱えるファイルサイズの最大値は2GBです。録音時間に応じてファイルサイズが2GBを超えてしまう可能
性がありますので、uTrack 24にはインテリジェントなファイルスプリット機能が搭載されており、録音のファイルサイ
ズが2GBに達すると、uTrack 24は自動的にファイルを分断し、新たにマルチチャンネルのwaveファイルを作成します。
これは間断なく行われますので、この機能によりデータが損なわれることはありません。全てのファイルは使用中の録
音フォルダに保存されます。 
上記により、録音に際し、時間やファイルサイズによる制約が発生することはありません。これらを限定する唯一の要因
はストーレッジの容量となります（例えば、500GBのUSBドライブであれば、CD品質にて約70時間連続で録音が可能
です）。 !
テイクを再生する際、uTrack 24はマルチチャンネルファイル間のトランジションをシームレスに行います。  
複数のファイルに分かれている場合でも、単一の長いリニア録音を再生するのと変わりありません。 !
これらのマルチチャンネル.wavファイルのインポート作業を簡単にすべく、Cymatic Audioは以下の機能を持った
WavToolとPlaylist Editorアプリケーションの無償ダウンロードを提供しています：  
•uTrackのマルチトラックのwavファイルを複数のモノのwavファイルに変換 
•複数のファイルを単一のリニアーファイルとして統合 

!
WavToolとPlaylist Editorは両方とも、上記の機能を持っており、USBドライブからuTrack 24の録音素材をコンピュー
ターへインポートします。結果として、テイク全体の長さを持つ24のスタンダードモノwavファイルが作成されます。 
これらのアプリケーションは、逆方向のプロセスを行うことも可能です。もし、複数のモノのwavファイルがある場合
は、以下を実行することができます： 
•複数のwavファイルをuTrack 24で再生可能な単一のマルチチャンネルwavファイルとして統合。  
•.wavファイルを自動的に２ギガバイトのファイルに分割し、それらファイルを uTrack 24で恙無く再生できるよ
う、単一のテイクとして包括。 
•uTrack 24で表示させるよう、テイクを命名。 

詳細についてはwww.cymaticaudio.comよりダウンロードが可能なWavTool及びPlaylist Editorのマニュアルをご参照
ください。 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!!
14. UTRACK 24ファイル再生モード  

オーディオ再生にあたり、uTrack 24には複数の再生モードがあります。uTrack 24はロードされたオーディオファイル
の種類に応じて再生モードを切り替えます。以下にそれらのモードを記します： 

14.1. マルチトラックモード 
USBドライブがuTrack 24に接続されると、“Multitrack”というフォルダが自動的にドライブ内に作成されます。その
マルチトラックフォルダから曲をロードすると、uTrack 24はその曲をマルチトラックのオーディオと判断します。  
マルチトラックモードの再生オプションは“Single Play”１種類のみです。テイクの再生が終了すると、トランスポート
は停止状態になり、別のテイクは自動的に再生されません。  

14.2. ステレオモード  
これはステレオ素材を再生するための異なる再生モードです。uTrack 24は接続されたUSBドライブ内のマルチトラック
フォルダ以外の場所からファイルがロードされると、ステレオモードに切り替わります。 
ステレオモードで動作している際は、uTrack 24で再生の仕方の異なる幾つかの再生トランスポートモードを選択する
ことができます。詳細については“uTrack 24システムメニュー/再生メニュー”の項をご参照ください。 

14.3. デフォルトモード 

uTrack 24は起動すると、常に“MultiTrack”フォルダを選択します。ブラウズボタンでマルチトラックフォルダ外の曲
を選択すると、システムはステレオモードで作動します。この変更が行われた際は、下記が画面に表示されます： 

同じようにブラウズボタンを使い、マルチトラックフォルダを選択し直すと、下記が画面に表示されます： 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15. 設定バー 

uTrack 24の画面上部には、録音中も再生中も常に表示される設定バーがあります。 
ここには一見して分かるレコーディング上の重要な設定情報が表示されます。 

【再生】      　　  【録音】      

1. ホームページモード 
モードインジケーターはuTrack 24の画面表示にどのページが表示されているのかを表します。 
モードには以下の４種類があります： !
•STOP: ユニットがアイドリング状態にある時、モードはSTOPとなります。STOPモードからは、他の何れの
モードへも切り替わることができます。  !
•RECORD: ユニットが録音をしている時はRECORDページがアクティブになります。 
この場合、録音に関するパラメーターが表示されます。詳細については“録音ページ”の項をご覧ください。  !
•PLAY: ユニットが停止、あるいは再生状態にある時はPLAYページがアクティブになります。 
 この場合、ロードされているオーディオプロジェクトの再生に関するパラメーターが表示されます。 
 詳細については“再生ページ”の項をご覧ください。 !
•MIX: MIXページではビルトインの24チャンネル内部ミキサーの情報が表示され、設定の操作が可能となります。
詳細については“ミックスページ”の項をご覧ください。  !

2. トラック数  
STOPとRECORDモードでは録音に際してuTrack24で構成されたトラック数が表示されます。PLAYモードでは再生さ
れているトラック数が表示されます。 

3. サンプルレート 
uTrack 24が録音するオーディオ、または現在再生中のオーディオプロジェクトのサンプルレートが表示されます。
使用可能なサンプルレートは44.1、48、88.2及び96 kHzとなります。  

4. ビットデプス 
uTrack 24が録音するオーディオ、または現在再生中のオーディオプロジェクトのビットデプスが表示されます。使用
可能なビットデプスは16ビット及び24ビットとなります。 

6. クロックソース 
uTrack 24が使用しているクロックソースが表示されます。ここはインターナル（Int）かエクスターナル（Ext）の何れか
となります。  

!  注：  録⾳音メニューにてクロックソースをエクスターナルに設定したにかかわらず、有効な外部クロックが接続されていない
場合は、その旨を警告すべく、“ext”の表⽰示は点滅します。 

再生 
5. マーカー 
現在のマルチトラックbroadcast waveフィルのテイクに記録されたマーカー数が表示されます。 

7. 再生モード 
現在の再生モードが表示されます（再生モードの記号については再生ページの項をご参照ください）。 

録音 
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8. 録音可能時間 
接続されたUSBドライブに残された録音可能時間を表示します。トラック数、ビットデプス、サンプルレートなどの設
定変更に応じて、ここの値は変化します。 !
16. 録音ページ 

uTrack 24が録音モードにある場合は、常にRECORDページが表示されます。ここでは録音に関する重要な情報が表示
され、逐一モニターすることができます。 

1. テイク名とテイク数 
現在のテイクの名前を数が表示されます。テイクは録音ボタンが押され、新しい録音が開始される度に自動的に作成さ
れます。 

2. 経過時間カウンター 
現在の録音の経過時間が表示されます。録音の進行と共に経過時間も進みますので、録音開始からの経過時間が分かり
ます。 

3. マーカー表示 
録音中に作成された中で最も近い位置にあるマーカー番号が表示されます。詳細については“マーカーの追加”及び“録音
を開始”の項をご覧ください。 

4. 欠損表示 （該当する時のみ） 
録音に欠損が生じた場合、その欠損の起こった回数が表示されます。 
uTrack 24は標準的なUSBハードドライブであれば、不調や欠損をきたすことなく24トラックのオーディオが録音でき
るように設計されています。 
しかしながら、必要とされるデータ量に対し、USBドライブの転送速度が低すぎると、欠損は起こりえます。この表示
により、欠損が生じた場合はそれが明確化されます。 
欠損表示は録音が行われている最中のみ表示され、トランスポートが停止状態になると消えます。ただし、欠損が生じた
場合は、USBドライブ内のテイクと同じ階層に欠損ログが作成されます。欠損ログにより、その回数と発生時間を確認す
ることが可能です。 
使用すべきドライブの種類や、欠損のリスクを減らす方法については、“USBハードドライブとUSBフラッシュドライブ”
の項をご参照ください。 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17. ミックスページ 

録音時は、現場で録音が進行している時にステレオミックスをモニターすることが重要です。これを実現するため、
uTrack 24には24入力ステレオモニターミキサーが内蔵されており、入力される24トラックのステレオミックスを、 
各種パラメーターを調節しながらモニターすることが可能です。ミキサーは、そのとき使用されている録音チャンネル
に対してのみアクティブとなります。 
ここでの調整はモニターミックスにのみ反映され、実際の録音には影響を及ぼしません。 
再生時のみ、内蔵モニターミキサーは出力される24チャンネルのオーディオをミックスします。ミキサーのパラメーター
はオーディオプロジェクトの設定ファイルに従います。再生が停止されると、ミキサーは入力チャンネルに対し有効と
なり、以前のミキサー設定が読み込まれます。 !
ステレオミックスはフロントパネルのヘッドフォン出力とリアパネルのメイン出力の両方からモニターすることができ
ます。どちらの出力にもそれぞれ独立したボリュームコントロールがあります。 
モニターミキサーを呼び出し、各チャンネルのパラメーターを調整するには、フロントパネルのロータリーエンコーダーを
押し、画面を下図の通り“MIX”に切り替えます。 
 “MIX”画面になったところで、ロータリーエンコーダーを押し、各パラメーターに表示を合わせます。ハイライトされた
パラメーターをロータリーエンコーダーで調節します。モニターミックス画面を終了する際は、バックボタンを押します !
ミックス画面では以下の５つのパラメーターを調節することができます： 

1. チャンネル番号 
これはボリューム、ミュート、ソロ、そしてパンの調整を行う入力または再生チャンネルの番号を表します。 

2. チャンネルボリューム 
選択されたチャンネルのボリュームを調節します。 

3. ミュートのオンオフ 
選択されたチャンネルをミュートし、当該チャンネルをモニターミックスから除外します。ただし、チャネンルのオー
ディオ自体は録音されます。飽くまでモニターミックス上でのミュートとなります。 

4. ソロのオンオフ 
選択されたチャンネルをソロにします。これはマイクポジションの微調整に有効であり、モニターミックス上の他のチャ
ンネルから阻害されることなく、個別のチャンネルを聴くことができます。 !
簡単なソロの仕方： ロータリーエンコーダーを一定時間押したままにすると選択されたチャンネルがソロに切り替わり
ます。これにより各チャンネルのソロが簡単に行えます。  
選択されたチャンネルのソロ状態は一時的なものであることをご留意ください。別のチャンネルが選択された時点で、
その前に選択されていたチャンネルのソロは解除されます。 !
5. パン 
選択されたチャンネルのステレオフィールドに於けるパン位置を調節します。 

メーター 
ミックスページの時、フロントパネルのLEDメーターは選択されたチャンネルに対する24セグメントのレベルメーター
となります。 
これにより、より解像度の高い環境で選択されたチャンネルのレベル調整を行うことができます。 

page  21



Cymaticaudio社製 uTrack24 操作の手引き

18. 再生へ向けたオーディオファイルの読み込み 

フロントパネルのブラウズボタンを押し、表示をブラウザ画面に切り替えます。 

!
ブラウザ画面には、uTrack 24での再生が可能なマルチトラックのオーディオファイルが保存された“MultiTrack”とい
う名称のフォルダが表示されます。 

エンコーダーを回してMultiTrackフォルダをハイライトし、エンコーダーを押してフォルダを選択します。すると、
Multitrackフォルダ内に保存されたマルチトラックのテイクが一覧で表示されます。  

マルチトラックのテイクは次のアイコンで表示されます：  !
エンコーダーを回して目当てのテイクを選択し、エンコーダーを押してそのテイクを読み込みます。これで選択された
テイクが再生画面に表示され、再生が可能な状態となりますので、あとは再生ボタンを押せば再生が始まります。 
接続されたUSBドライブには他に再生可能な２種類のファイルが保存されている場合があります： 
•プレイリスト: 
•ステレオオーディオファイル:  

上図は、ステレオwavファイル、プレイリスト、そしてマルチトラックのテイクと、３種類全てのファイルがブラウザ画
面に表示されたものです。何れもロータリーエンコーダーでの選択が可能ですので、該当するファイルを選択し、その上
でエンコーダーを押してファイルをロードします。 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19. 再生ページ 

uTrack 24がマルチトラックのオーディオを再生する際、そしてトランスポートが停止の際は、画面には再生ページが
表示されます。ここでは接続されたUSBドライブからオーディオを再生するにあたり、必要となるパラメーターが表示
されます。 

1. テイク番号 
再生の為にロードされたテイク番号が表示されます。 

2. 次テイク 
接続されたUSBドライブの同じ階層にある再生可能な次のテイクの名前が表示されます。 
トランスポートが停止した際は、スキップフォワードかスキップバックを使用すると、迅速に別のテイクをナビゲート 
することができ、簡単に再生をコールすることが可能です。これは、お望みのマルチトラックを簡単勝つ迅速に選択し
て再生できるので、実際のサウンドチェックなどで、複数の曲を再生する際に便利です。 

3. 経過時間 
現在の再生の経過時間が表示されます。 

4. 再生位置 
水平方向の黒線は現在の再生の全体のタイムラインを表し、黒い四角はテイクの再生位置となるプレイヘッドの位置を
表します。 
ロータリーエンコーダーを回転させると、タイムライン上のプレイヘッドの位置を移動させることができ、エンコーダー
を押すと、その位置から新たに再生が始まります。 

5. 残り時間 
再生されているテイクの残り時間を表示します。 

6. 再生モード 
現在の再生モードを表示します。 

ステレオモード： 
•連続再生 現在のテイクの再生が終了すると、自動的に次のテイクが再生されます。 
•１曲リピート 再生されているテイクを繰り返し再生します。 
•全てリピート 同一階層内の全てのテイクを繰り返し再生します。 
•シャッフル 同一階層内の全てのファイルをランダムに再生します。 
•マルチトラックモード 
•Multitrack Mode デバイスがマルチトラックモードになっていることを表します。再生ボタンを押すことにより、
単一のテイクが再生されます。  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20. プレイリスト画面 

uTrack 24がオーディオテイクのプレイリストを再生する際は、プレイリスト画面が表示されます。これは事前に構成
されたテイクのリストが自動的に再生されるモードです。プレイリストはwww.cymaticaudio.comより無償でダウン
ロードが可能なPlaylist Editorソフトウェアで作成できます。  
プレイリスト画面には、プレイリストでのワークフローに必要な種々のパラメーターが表示されます： 

1. プレイリスト名 
ロードされたプレイリストの名称が表示されます。 

2. テイク名 
現在再生中のプレイリスト内のテイク名が表示されます。 

3. 次テイク 
次に再生されるテイクの名称が表示されます。 

4. 再生モード 
デバイスがプレイリストモードになっていることを明示します。 

5. 経過時間 
現在再生中のテイクの経過時間を表示します。 

6. 残り時間 
現在のテイクの残り時間を表示します。 

7. 一時停止モード 
次の曲(テイク)へのトランジションにどのモードが使われているかを表示します。使用可能なモードは以下の通りです： 
 
•キー入力待機:  
デバイスはユーザーにより何かしらのキー、あるいはフットスイッチにより再生開始が促されるのを待ちます。 !

•一定時間待機: 
 デバイスは、次の曲の再生まで、表示された秒数だけ待機します。 !

•アイコンなし:  
曲間で待機しません。  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21. UTRACK 24システムメニュー 

uTrack 24には色々な設定の調節が可能な複数のメニューがあります。  

メニュー設定の使用方法：  
•トランスポートが停止状態の時、フロントパネルのメニュー/ループボタンを押します。これで、画面が設定の
リストをスクロールできる設定メニューに切り替わります。 
•エンコーダーを回転させ、該当する設定メニューをハイライトします。メニューには以下のカテゴリーが含まれ
ます： 

 ○ クロックソース  
 ○ フットスイッチ  
 ○ 録音 
 ○ 再生 
 ○ 設定を読み込み 

 ○ 設定を保存 

•設定を変更したいメニューのカテゴリーを選択し、エンコーダーを押してカテゴリーページを表示させます。 
•エンコーダーを回転させてパラメーター間をナビゲートし、調節するパラメーターのところでエンコーダーを押し
てハイライトします。パラメーターの表示が点滅し、調節が可能となったことを示します。 
•エンコーダーを回転させ、ハイライトされたパラメーターを調節します。その後、エンコーダーを押して変更を
保存し、バックボタンで一つ前のページへ戻り、必要に応じてその他のメニューの変更を続けます。 

21.1. クロックソースメニュー 

このメニューでは使用環境に応じてuTrack 24の使用するクロックソースを選択することができます。 

インターナル: 
uTrack 24は内部クロックで作動します。内部クロックでは自由にサンプルレートを選択することができます。 
内部クロックが使用されている際は、画面に“Int”と表示されます。 

ワードクロック: 
uTrack 24はリアパネルのBNCコネクターに接続された外部ワードクロックに対してスレーブとして作動します。 
内部クロックで作動する際は、画面に“Ext”と表示されます。ただし、この設定メニューで外部クロックが選択されてい
ながら、有効なワードクロックが接続されていない場合は、“Ext”の表示は点滅し、その旨を警告します。  
外部クロックに設定され、外部クロックが接続されていない場合、録音は不可能となり、その状況で録音を開始使用する
と以下のメッセージが一時的に表示されます： 

同じように、外部クロックに設定され、外部クロックが接続されていない場合、再生も不可能となり、その状況で再生
を開始使用すると以下のメッセージが一時的に表示されます： 
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!  注:  “ワードクロック”に設定されている時、uTrack  24は⼊入⼒力力される外部クロックに応じてサンプルレートを⾃自動的に変更更し
ません。状況に応じて、⼿手動で然るべきサンプルレートに設定する必要があります。外部クロックと内部クロックで使⽤用す
る際のサンプルレートが違う場合、クロックはロックせず、録⾳音は開始しません。予めuTrack  24の内部クロックのサンプル
レートを外部クロックのサンプルレートに合わせてください。   

!  注：  以前に録⾳音されたテイクを再⽣生する際は、そのテイクの録⾳音時のサンプルレートで再⽣生されます。もし、uTrack  24が
別のサンプルレートに設定されている場合、そのテイクの再⽣生後、ユニットは設定メニューで決められたサンプルレートに
⾃自動的に戻ります。   

21.2. フットスイッチメニュー  
このメニューではフロントパネルのフットスイッチコネクターに接続されたフットスイッチを踏んだ時の動作に対する
設定を行います。複数の操作がハンズフリーで可能となる為、ライブでuTrack 24を再生する際などに便利です。  

再生:フットスイッチはフロントパネルの再生ボタンを同じ役割を果たします。  
再生と停止: 曲が停止状態でフットスイッチを踏むと再生が始まり、再生中にフットスイッチを踏むと、曲は一時停止し
ます。 

録音:フットスイッチはフロントパネルの録音ボタンを同じ役割を果たします。  

21.3. 録音メニュー 
ここではuTrack 24で録音を行う際の様々なパラメーターを設定します。  
サンプルレート： uTrack 24が内部クロックで作動する際に、録音を行う際のサンプルレートを設定します。以下の 
何れかが選択可能です：  
•44.1kHz  
•48 kHz  
•88.2kHz  
•96kHz  

CDやデジタルダウンロード向けの音楽プロジェクトを録音する場合は、44.1 kHzが適しています。 
ビデオ向けのオーディオ、あるいはポストプロダクション向けのオーディオを録音する場合は、48kHzがより伝統的で
あるといえます。 
88.2 kHz及び96 kHzのサンプルレートも使用可能です。ユーザーによってはこれらの高サンプルレートで録音し、DAWで
も高サンプルレートでミックスすることを嗜好する人もいます。高解像度を用いた場合、高解像度デジタルダウンロード、
スーパーオーディオCD、ブルーレイオーディオといった高品質のマテリアルを作成することが可能となります。 

注:  サンプルレートを88.2  kHzまたは96  kHzに設定した場合、uTrack  24で使⽤用できる最⼤大トラック数は８トラックとなりま
す。これら２つのサンプルレートを選択すると、以下のメッセージが⼀一時的に表⽰示されます：  

ビットデプス: 
録音のビットデプスを設定します。16ビット及び24ビットの何れかが選択可能です。 
ダイナミックレンジや音質の観点から、16ビットではなく24ビットでの使用が推奨されます。通常のワークフローでは、
24ビットで録音とミックスを行い、その上でCDやデジタルダウンロードへの互換性を持たせる為、マスタリングの
最終段階で24ビットから16ビットへのディザーを行います。 !
トラック数: 
uTrack 24で録音をする際にマルチトラックwavファイルで扱うトラック数を設定します。  
ここではステレオ（２トラック）、４、８、12、16、20、そして24トラックが選択できます。 
必要に応じたトラック数を選択すると、それだけ空トラックへの録音が減り、ファイルサイズの縮小化に繋がります。 
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21.4 再生メニュー 
このメニューではuTrack 24のメモリにステレオwavファイルがロードされた際にテイクを如何に再生するかを設定し
ます。 

ステレオモード: ステレオモードでは以下のオプションが使用可能です： 
•連続: オーディオファイルの再生が終了すると、uTrack 24は同じフォルダ内になる次のオーディオファイルの再
生を自動的に開始します。このモードはプレイリストを作成しない状況で曲のコレクションを再生する時に便利で
す。  
•１曲リピート: トランスポートが再生し続ける限り、現在再生されている曲が繰り返し再生されます。 
    これはアナウンスの再生などを繰り返す際に便利です。                  
•全てリピート: USBドライブのフォルダ内の全てのオーディオファイルが繰り返し再生されます。  
•シャッフル: USBドライブのフォルダ内の全てのオーディオファイルがランダムに再生されます。 !

ステレオ出力: ステレオのオーディオファイルを再生する際、uTrack 24はリアパネルのどの組み合わせの出力でその
ファイルを出力するのか選択することができます。選択可能な出力ペアは、1-2、3-4.....21-22、 23-24となります。  
この機能により、ステレオ音楽として決められたペアへ出力することができ、FOHのミキシングコンソールのテープ入力
として、物理的に出力ペアを接続することができます。 
 
出力減衰: uTrack 24のアナログ出力は+22dBで構成されますので、プロ用オーディオ機材の入力として接続すること
が可能です。  
ただし、アナログ出力は24チャンネル全てで、1dB間隔で最大30dBまで電気的にレベルを減衰することが可能です。
uTrack 24のオーディオ出力をコンシューマー用のオーディオ機器などと接続する際は、ここで出力レベルを調節して
ください。 

21.5. ユーティリティメニュー 

ユーティリティメニューには、以下の全体的な設定や機能に関する項目が集められています： 
日時: 日時を設定します。uTrack 24はここで設定された日時に従い、録音テイクにメタデータとタイムスタンプを記録
します。このメタデータは、後にオーディオをDAWにインポートする際などに有効となり得ます。  !
１曲削除: 接続されたUSBドライブから曲を削除します。このメニューを選択するとファイルブラウザが表示されますの
で、削除する曲を選択してください。 !
USBをフォーマット: このコマンドはフロントパネルのUSBポートに接続されたUSBドライブをフォーマット（消去）
します。  
uTrack 24で使用するUSBドライブは、WindowsやOS Xコンピューターではなく、このユーティリティでフォーマット
することが強く推奨されます。これにより、フォーマット自体が安定し、接続されたドライブの安定性や信頼性が向上し
ます。 

!  注:  接続されたUSBドライブをフォーマットすると、全てのデータとパーティションは消去されます。必要なデータがある場
合は、コピーやバックアップのし忘れにご注意ください。 

システム詳細: 現在のファームウェアとブートローダーのバージョン及びデバイスのIPアドレス（uTrack 24がネット
ワーク接続されている時のみ）が表示されます。 !
21.6. 設定を読み込み 
これを選択すると、“設定を保存”で最後に保存された設定が全て読み込まれます。これはuTrack 24を使い慣れた設定
に戻す場合などに便利な機能です。  

21.7. 設定を保存  
これを選択すると、現状の設定がオンボードのメモリースロットに全て保存され、後で読み込むことが可能となります。  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22. UTRACK 24をコンピューターのオーディオインターフェースとして使用  

uTrack 24はリアパネルのUSBポートを経由してコンピューターやiOS機器と接続し、24入出力のオーディオインター
フェースとして使用することができます。 

22.1. Microsoft WindowsでuTrack 24をオーディオインターフェースとして使用するには 

22.1.1. 必要最低条件 
オペレーティングシステム (32または64ビット): 
•Windows® XP(SP2)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8  
•Microsoft .NET Framework 4.0 (通常はWindowsアップデートで自動的にインストール)  
•.NET Framework 4.0がインストールされていないWindows環境では、ミキサー/コントロールパネルの初回 
  起動時に、自動的にインストールウィザードが開始します。  
•uTrack 24のデバイスドライバーは.NET Frameworkを必要としません。 

ハードウェア:  
•Pentium® IV 1.2 GHzかそれ以上のスペック  

•512 MB Ram ( 1GB以上を推奨)  
•PCに一基の空きUSB2.0ポート  

!  注:[2015.1/16]現在の情報です。最新情報は各種最新Web情報をご参照下さい。  

!  注:  コンピューターのプロセッサー速度度、RAM容量量、そしてハードドライブのキャパシティ、サイズ、及び速度度は録⾳音システム
の全体的なパフォーマンスに⼤大きな影響を与えます。より速度度の速いプロセッサーやより⼤大きなRAM容量量は信号のレーテンシー
を軽減し、全体的なパフォーマンスが向上します。 

22.1.2. WDM及びASIOドライバーのインストール 
PCにuTrack 24を接続する前に、Cymatic Audioウェブサイトのダウンロードセクションよりドライバーパッケージを
ダウンロードしてください: http://www.cymaticaudio.com 
ダウンロード完了後は以下を行ってください： !
1. お使いのPCにてダウンロードされたフォルダを解凍してください。  
2. 解凍後、フォルダ内の“setup.exe”ファイルをダブルクリックし、画面の表示に従い作業を進めてください
（uTrack 24ドライバーインストーラーを開始する際は、事前に全てのプログラムを終了することをお勧めし
ます）。 

3. ドライバーインストーラーにuTrack 24をPCと接続するよう促されますので、同梱のUSBケーブルでuTrack 
24のリアパネルにあるUSB 2.0コネクターとPCの空いているUSB2.0ポートを接続します。  !

22.1.3. uTrack 24 / コントロールパネル 
uTrack 24ドライバーインストーラーはお使いのPCに自動的にuTrack 24 / コントロールパネルをインストールします。
これはウィンドウズのタスクバーにあるuTrack 24アイコンをクリックするか、スタートメニューからプログラムを選
択することで起動します。 
ミキサーコントロールパネルを使用するとuTrack 24の内部DSPミキサーの調節が可能となります。これは、ユニットを
コンピューターと接続し、USBインターフェースとして使用する上で、内部DSPミキサーの迅速かつ簡単な調節を実現す
るグラフィックコントロールです。 
内部DSPミキサーでモニターミックスを作成すると、時としてDAWソフトウェアで同様のミックスを作成するのと比較し、
レーテンシーを押さえることができます。 
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ミキサー画面 

1. USB接続インジケーター  
2. 入力レベルメーター 

3. フェーダー 

4. モニターパン 

5. ミュート 

6. ソロ 

7. チャンネルリンク 

8. コントロールルーム出力レベル  
9. デバイス設定表示 
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設定画面: 同期タブ 

デバイス名: ここではDAWソフトウェア上で表示されるデバイス名を決定します。デフォルトは“uTrack 24”となって
おりますが、自由に名称変更をすることができます。 !
サンプルレート: ここではuTrack 24をオーディオインターフェースとして使用する際のサンプルレートを設定します。
以下が選択可能です: 
•44.1kHz  
•48kHz  
•88.2kHz  
•96kHz  !

同期ソース表示: ここでは現在の同期ソースを表示します。以下が選択可能です： 
•Internal 
•Word Clock  !
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設定画面: バッファタブ 

ここではASIO対応DAWソフトウェアで使用されるASIOバッファの設定を行います。 !
USBストリーミングモード: uTrack 24ドライバーの基本モードの値を設定します。 !
ASIOバッファ深度: サンプル単位でASIOバッファのサイズを設定します。 
古くて速度の遅いコンピューターを使用する場合は、レーテンシーの値は高めに設定する必要がある傾向にあります。
これにより、コンピューターへ掛かる負荷を削減し、DAWのセッションがスムースに動作しやすくなりますが、その反面、
オリジナルの入力オーディオ信号とDAWソフトウェアとの間により大きな遅延が生じます。 
新しく、速度の速いコンピューターを使用する場合は、バッファ深度を低めに設定することによりレーテンシーを最小限
に抑えることができます。 !
ASIO欠損発生回数: 欠損が生じた場合、現在のバッファ設定で発生した欠損の回数が表示されます。 
欠損の発生は、そのバッファ設定に対し、コンピューターの性能が十分でないことを意味します。欠損が生じた場合は、
欠損が発生しなくなるまでバッファ深度のサイズを増加するか、ストリーミングモードの設定を変更するか、あるいは
その両方を行ってください。 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設定画面: 入力チャンネルタブ 

 “channel name”欄はダブルクリックすることにより、DAWで表示される入力チャンネルの名称を変更することができ
ます。 
各チャンネル名にデバイス名を追加する場合は‘Include device name in ASIO display name’にチェックを入れます。 !
設定画面: 出力チャンネルタブ 

“channel name”欄はダブルクリックすることにより、DAWで表示される出力チャンネルの名称を変更することができ
ます。 
各チャンネル名にデバイス名を追加する場合は‘Include device name in ASIO display name’にチェックを入れます。 
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設定画面: 情報タブ 

リビジョン: コントロールパネルのリビジョン番号が表示されます。 
uTrack 24: uTrack 24の接続状態が表示され、コンピューターに認識されているかどうかが分かります。 
シリアル番号: 接続されたuTrack 24ユニットのシリアル番号が表示されます。 
ドライバーバージョン: インストールされたドライバーのバージョンナンバーが表示されます。 
ファームウェアバージョン: 接続されたuTrack 24ユニットの現在のファームウェアのバージョンが表示されます。 !
22.2. OS XでuTrack 24をオーディオインターフェースとして使用するには 

22.2.1. 必要最低条件 
オペレーティングシステム：!
•Mac OS-X® 10.8以上  

ハードウェア: 
•OS X 10.8以上に対応した全てのMacハードウェア  
•512 MB Ram (1GBを推奨)  
•一基の空きUSB2.0対応ポート 

!  注:[2015.1/16]現在の情報です。最新情報は各種最新Web情報をご参照下さい。 

!  注:  コンピューターのプロセッサー速度度、RAM容量量、そしてハードドライブのキャパシティ、サイズ、及び速度度は録⾳音システム
の全体的なパフォーマンスに⼤大きな影響を与えます。より速度度の速いプロセッサーやより⼤大きなRAM容量量は信号のレーテン
シーを軽減し、全体的なパフォーマンスが向上します。  

22.2.2. ドライバーのインストール 
Mac環境ではドライバーをインストールする必要はありません。単純に同梱のUSBケーブルでuTrack 24のリアパネル
にあるUSB 2.0コネクターとMacの空いているUSB2.0ポートを接続するだけで準備完了です。  
これによりデバイスは、アプリケーションフォルダのユーティリティフォルダ内にある“オーディオMIDI設定”アプリケー
ションにて選択することが可能となります。 !!
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!
MacではWindowsのようなカスタムのuTrack 24ミキサーコントロールパネルはありません。Macでは内部ミキサーは
使用できませんので、全てのモニタリングはDAWソフトウェアで行う必要があります。 !
22.3. Apple® iPad®でuTrack 24をオーディオインターフェースとして使用するには 

22.3.1. 必要最低条件 
オペレーティングシステム:  
•iOS® 5以上  

ハードウェア: 
•Pad® 2以降の機種  
•Apple® iPadカメラ接続キット  
•Apple照明USBカメラ変換アダプター 

22.3.2. ドライバーのインストール 
iPad®ではドライバーをインストールする必要はありません。単純に同梱のUSBケーブルでuTrack 24のリアパネルに
あるUSB 2.0コネクターとiPad®を適合したApple USBアダプターを介して接続するだけで準備完了です。 

これでuTrack 24は24入出力のオーディオインターフェースとして、iPad®にて、適合するiOSマルチチャンネル録音
ソフトウェアと共に使用することができます。 !
22.4. コントロールルーム機能 

uTrack 24には“メイン出力”となるオーディオ出力パスがあり、これはコンピューターのオーディオインターフェースと
して使用する際に便利です。これにより、外部ミキサーを使用することなく、DAWのミックスをスピーカーやヘッドフォン
でモニターすることができます。 
DAWからの信号をストリーミングする時、チャンネル1-24は24チャンネルの物理的に独立した出力をリアパネルのDサブ
コネクターから出力します。しかしながら、DAWの出力1-2 (通常ここにDAWのステレオミックスが出力されます) は1/4
インチのステレオメイン出力とフロントパネルのヘッドフォンコネクターへも出力されます。 
メイン出力とヘッドフォンコネクターにはそれぞれ独立したボリュームコントロールが搭載されており、ヘッドフォン
やパワードのスタジオモニターの各々の音量を迅速に操作することができます。このコントロールルーム機能により、
uTrack 24をコンピューターのオーディオインターフェースとして使用する際に、外部ミキサーが不要となります。 
つまり、余計な機材やケーブルを揃える手間が省けるのです。 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23. UTRACK 24のファームウェアをアップデート 

定期的にCymatic Audioのウェブサイト (www.cymaticaudio.com)にて、uTrack 24のファームウェアアップデートの
有無をご確認ください。uTrack 24のファームウェアのバージョンは、“Utilities/System Details”メニューにてご確認頂
けます（詳細は“uTrack 24システムメニュー”の項をご参照ください）。 
お使いのuTrack24のファームウェアのバージョンが、Cymatic Audioのウェブサイトよりダウンロード可能な
uTrack24のファームウェアよりも低い場合は、ファームウェアアップデートを行ってください。 

23.1. USB接続でのファームウェアアップデート（PCのみ） 

uTrack 24とPCを併用している場合は、リアパネルのUSBコネクター経由でファームウェアのアップデートを実行する
ことができます。この作業を行う際は、事前にuTrack 24デバイスドライバーがシステムにインストールされており、
同梱のUSBケーブルでuTrack 24とPCが接続されていることをご確認ください。 
その上で、Cymatic Audioウェブサイトより、uTrack 24 USBアップデーターアプリケーションをダウンロードしてく
ださい。ダウンロード終了後、ダウンロードされたアプリケーションをダブルクリックして開始し、画面の指示に従い、
作業を進めてください。 

23.2. ネットワーク接続でのファームウェアアップデート（PC & Mac） 

お使いのuTrack 24が通常のネットワークケーブルにて、uTrack 24のリアパネル上のRJ45ネットワークコネクター
からネットワークルーターへ接続されている場合、一般的なインターネットブラウザを使用の上、ネットワーク経由で
のアップデートを実行することができます。 
1. Cymatic Audioウェブサイトにてファームウェアアップデートを確認します。  
2. ファイルをダウンロードし、コンピューターのハードディスク上に保存します。 
3. uTrack 24にて“Utilities/System Details”メニューを開き、表示されたIPアドレスを書き留めます（もし、IPアドレス
が0.0.0.0と表示される場合、デバイスは正常にネットワーク接続されていないことを意味します）。  

4. uTrack 24と同一ネットワークに接続されているPCまたはMacにてインターネットブラウザを開き、ブラウザの
アドレスバーに上記のIPアドレスを入力し、リターンキーを入力します。間もなく以下のページがブラウザに表示
されます：  
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5. 緑色の“Start”ボタンをクリックすると、間もなく次の画面が表示されます：  

6. 予てよりダウンロードし、ハードディスクに保存したファームウェアアップデートファイルをSELECT FILE ボタン
にドラッグ/ドロップするか、あるいはSELECT FILE ボタンをクリックし、然るべきファイルをファイルブラウザ
にて指定します。 

7. 緑色の“UPLOAD FIRMWARE”ボタンをクリックします。すると、アップデート作業が始まり、以下の画面が表示
されます： 
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8. 正常にアップデート作業が完了すると、以下がブラウザに表示されます： 

9. 緑色の“REBOOT”ボタンをクリックします。すると接続されたuTrack 24が再起動し、アップデートが完了します。
画面にはアップデート後のファームウェのバージョン番号が表示されます。 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24. 法的放棄声明 

技術的な詳述や掲載内容は予告なしに変更されることがあり、また内容の正確性は保証されません。Cymatic Audioは、
このドキュメントの説明、写真、及び記述によりもたらされた損害に対し、一切責任を負いません。色や仕様は実際の
製品と異なる場合があります。Cymatic Audio製品はリセラーを通してのみ販売されます。履行者及び販売者は
Cymatic Audioの代理人ではなく、明示的または暗示的な責任や説明によりCymatic Audioと連帯する一切の権限を有
しません。 
Apple MacintoshはApple Inc.の登録商標であり、米国及びその他各国にて登録されております。Windowsは
Microsoft Corporationの登録商標であり、米国及びその他各国にて登録されております。ASIOはSteinberg Media 
Technologies GmbHの登録商標です。このドキュメントに掲載されたその他の全ての登録商標、製品名、そして会社
名は、各所有者に帰属します。 !
25. uTrack24 Customer Support 

カスタマーサポートの方針 
uTrack24ではすべての登録ユーザーに対して無償で技術サポートを提供しています。またuTrack24 
購入をご検討していらっしゃるお客様にも、技術サポートを提供しています。 

タックシステム株式会社による日本国内における販売代理 
日本国内におけるサポートは代理店であるタックシステム株式会社によっても提供されています。こちら 
のサポートは、タックシステム株式会社日本国内正規販売店を通してuTrack24をご購入いただきま 
したお客様全員が対象です。お問い合わせに関しましてはhttp://www.tacsystem.comをご確認くださ 
い。 ! !
日本国内に於けるライセンスはタックシステム株式会社が保有しています。タックシステム株式会社の承 
諾なしに本マニュアルのコピー、再販を禁じます。 !!

Printed by TAC SYSTEM,Inc.20150116 matsumoto !
Cymatic Audio Japan Distributor 

日本総代理店：タックシステム株式会社 / 
TACSystem,Inc. 
〒141-0021 

東京都品川区上大崎3-5-1 TACビル 
3-5-1,Kami-Osaki,Shinagawa-ku,Tokyo,Japan 141-0021 

Tel:+81-3-3442-1525Fax:+81-3-3442-1526 
E-Mail: info@tacsystem.com 
Internet: www.tacsystem.com
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