


安全にお使いいただくために
この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

製品をご使用の際は、使用上
の注意に従ってください。

このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

注意事項を読んでください。
注意事項を守ってください。
すべての警告に従ってください。
すべての注意事項に従ってください。
水の近くで使用しないでください。
お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置
を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れが
あるので、使用しないでください。
取扱説明書に従って設置してください。
暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音
楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かな
いでください。
電源プラクは、危険防止のために、正しく使用し
てください。アース端子付の電源プラグは、2つ
のブレードのほかに棒状のアース端子が付いてい
ます。これは、安全のためのものです。ご利用の
コンセント差込口の形状に合わないときは、専門
の業者にコンセントの取り替えを依頼してくださ
い。
電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないよ
うに注意してください。特にプラグ部、コンセント
差込口、本装置の出力部分に注意してください。
付属品は、メーカが指定しているものを使用して
ください。
音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テー
ブルに載せて使用してください。設置の際、ケー
ブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の
原因にならないよう注意してください。
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雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、
プラグを抜いてください。
修理やアフター・サービスについては、専用窓口
にお問い合わせください。電源コードやプラグが
損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物
を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらさ
れたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、
修理が必要となります。
本装置は、正常に動作していても熱を発生します
ので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通し
の良い場所でご利用ください。
本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピー
カで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐
れがあります。（聴力低下や、耳鳴りを感じたら、
専門の医師にご相談ください）。
水がかかるような場所に置かないでください。花
瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入った
ものを本装置の上に置かないでください。
警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさ
ないでください。
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＜お問い合わせ＞

株式会社ニュマークジャパンコーポレーション
カスタマ・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23
オーク南麻布ビルディング6階

TEL：03-6277-2231　FAX：03-6277-0025

[ WEB ] 

[ MAIL ] 

http://m-audio.jp/
m-audio@numark.co.jp



M -Tr a c k

USBケーブル

ソフトウエアDVD

・
・
・

本製品のシステム要件や互換情報などの最新の情報は、株式会社ニュマークジャパンコーポレーションの
Webサイト（ht tp : / /numark . co . j p /）、またはM-Aud ioのWebサイト（ht tp : / /m-aud io . j p /）にてご
確認ください。

同梱品

サポート

クイックスタート
接続例

・
・

ユーザガイド（本書）

製品保証書（本書巻末）

注意：
アクティブ・ピックアップのギターやベースなどを入力する時は、MIC/LINE - GUITARスイッチを 「MIC/LINE」を選択して
ください。パッシブ・ピックアップのギターやベースなどを入力する時は「GUITAR」を選択してください。
MIC INPUTとGUITAR/LINE INPUTを同時に入力すると過大入力になるため使用できません。
M-Trackとコンピュータを接続する際は、USBハブを通さないで使用しましょう。オーディオ・MIDI信号が適切に機能しな
いことがあります。

・

・
・

推奨ソフトウエアのインストール

Ableton Live Lite：M-Trackには、Ableton Live Liteが付属していますので、すぐにプロフェッショナル・クオリティで音楽
制作を始められます。付属のDVDをコンピュータのDVDドライブに挿入し、「Setup」アプリケーション（Windowsは
「setup.exe」、Macの場合は「setup.mpkg」など）を開き、画面の指示に従ってインストールを開始します。

Ignite：AIR Music Technologyによって設計されたIgniteはあなたの音楽的なアイディアやモチーフを楽曲創作へと導く革
新的な音楽制作ソフトウエアです。Igniteは、ダウンロードにてご提供しています。ダウンロードについてはwww.m-audio.jpの
Igniteページよりリンクをクリックしてください。

以下のふたつのアプリケーションをお勧めします：

*印のアイテムは、本製品に含まれません。

コンピュータ*

マイク*

ヘッドフォン* ギター*

外部エフェクタ（コンプレッサ、リバーブなど）*

モニタ・スピーカ*



オーディオ・セットアップ
M-Trackはプラグ＆プレイで使用することができるドライバを必要
としないクラス・コンプライアント・デバイスです。USBオーディオに
対応したDAW（デジタル・ワークステーション）やレコーディング・
ソフトなどで使用できます。M-Trackとコンピュータ間でオーディオ
信号のやりとりが行えます。

M-Trackのコンピュータの設定は必ず行いま
しょう。通常、ソフトウエアの「プレファレンス」＞
「デバイス・セットアップ」などにて行います。

Windows
Windows 7：

以下の手順で、ご使用のコンピュータの設定を行いましょう。

Windowsコンピュータで、もし発音遅延が感じられる場合は、次のページのASIO4ALLについてをご参照ください。

M-TrackとコンピュータをUSBケーブルで接続します。
スタート・メニュー ＞ コントロールパネル ＞ ハードウエアとサウンド ＞ サウンド　の順に進みます。
「再生」タブをクリックし、M-Trackを選択します（既定のデバイスとして設定）。

「詳細」をクリックし、「2チャンネル、16ビット、44100Hz」を選択します。
「排他モード」の2つのチェックを外します。
「レベル」タブをクリックし、レベルスライダを「4」にセットします。
「OK」をクリックしてプロパティ・ウインドウを閉じます。
「OK」をクリックしてサウンド・コントロールパネルを閉じます。

「録音」タブをクリックし、M-Trackを選択します（既定のデバイスとして設定）。
右下の「プロパティ」をクリックします。
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注意：ASIO4ALLドライバ（後述）を使用する場合は、ASIO4ALLのコントロールパネルを開く前に、上記の手順で
本機が既定のデバイスとして選択されていないことを確認してください。もし本機からコンピュータの音声を出力さ
せたい場合は、DAWを閉じた後に上記の手順で再び既定のデバイスとして設定を行ってください。

Windows Vista：

M-TrackとコンピュータをUSBケーブルで接続します。
スタート・メニュー ＞ コントロールパネル ＞ サウンド　の順に進みます（もしサウンドが見当たらない場合は、クラッシッ
クビューに切り替えを行うことで表示されます）。
「再生」タブをクリックし、M-Trackを選択します（既定のデバイスとして設定）。

ウインドウ内の「詳細」をクリックし、「2チャンネル、16ビット、44100Hz」を選択します。
「排他モード」の2つのチェックを外します。
「OK」をクリックしてプロパティ・ウインドウを閉じます。
「OK」をクリックしてサウンド・コントロールパネルを閉じます。

「録音」タブをクリックし、M-Trackを選択します（既定のデバイスとして設定）。
右下の「プロパティ」をクリックします。
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注意：ASIO4ALLドライバ（後述）を使用する場合は、ASIO4ALLのコントロールパネルを開く前に、上記の手順で
本機が既定のデバイスとして選択されていないことを確認してください。もし本機からコンピュータの音声を出力さ
せたい場合は、DAWを閉じた後に上記の手順で再び既定のデバイスとして設定を行ってください。

Windows XP：

M-TrackとコンピュータをUSBケーブルで接続します。
スタート・メニュー ＞ コントロールパネル ＞ サウンドとオーディオデバイス　の順に進みます。
「オーディオ」タブをクリックします。
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注意：ASIO4ALLドライバ（後述）を使用する場合は、ASIO4ALLのコントロールパネルを開く前に、上記の手順で
本機が既定のデバイスとして選択されていないことを確認してください。もし本機からコンピュータの音声を出力さ
せたい場合は、DAWを閉じた後に上記の手順で再び既定のデバイスとして設定を行ってください。

重要：Windowsコンピュータにてご使用されているソフトウエアのオーディオ設定を行った後、発音遅延が大き
い場合には、フリーウエアの汎用ASIOドライバ「ASIO4ALL」をお勧めしております（www.asio4all.com）。一
般的にASIOドライバはソフトウエアとオーディオ機器間のやりとりを効率よく行います。

注意：ASIO4ALLコントロールパネルにおいて、本機のみをデフォルトとして選択しておくことはできますが、こ
の時、Windowsのコントロールパネル内、サウンド設定において既定のサウンドデバイスとして設定しないよう
にします。

ASIO4ALLのダウンロードとインストール：
www.asio4all.comにアクセスして、各地域ごとの最新版をダウンロードしましょう。
ダウンロードされた「ASIO4ALL.exe」ファイルをダブルクリックします。
画面の指示に従って、ASIO4ALLをインストールします。

1.
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DAWソフトウエア側でASIO4ALLを設定する：
コンピュータと本機を接続しDAWソフトウエアを開きます。
Windowsシステムトレイ内のアイコンをクリックし、ASIO4ALLコントロールパネルを開きましょう。
ASIO4ALLコントロールパネルの右下のアイコンをクリックします。

その他の機器のチェックボックスにはチェックが入っていないか確認し、もしチェックが入っている機器はクリックして
チェックを外します。
コントロールパネルを閉じます。

WDM Device List 下、M-Track 脇の「＋」をクリックします（WindowsXPではUSB Audio Deviceと表示されま
す）。
M-Track（WindowsXPではUSB Audio Device）の下にあるOutと Inの両方のチェックボックスにチェックを入
れて点灯させます。
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Mac
M-TrackとコンピュータをUSBケーブルで接続します。
システム環境設定 ＞ サウンド　の順に進みます。
出力タブをクリックし、M-Trackを選択します。
入力タブをクリックし、M-Trackを選択します。
ウインドウを閉じます。
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「OK」をクリックします。

「音の再生」と「録音」の下、USB Audio Codecを選択します（既定のデバイスとして設定）。USBオーディオ・デバイ
スが他にもコンピュータに接続されている際は、同一の名称で複数表示されることがございます。この場合は、本機に該
当すると思われるいずれかひとつのUSBオーディオ・デバイスを選択してください。

4.

5.



USB ポート：M-Trackとコンピュータを付属のUSBケーブルを使って接続します（要USB 1.1ポートもしくはそれ以上）1.
MAIN OUT：1/4” 標準フォン・ケーブルを使用してミキサ、パワード・スピーカなどと接続します。メインアウトのボリューム
調整はMAIN LEVELボリュームによって行います。

2.

MAIN LEVEL：メインレベルの調整を行います。3.

PHANTOM POWER LED：ファンタム電源が有効になっている際に点灯します。 6.
MIDI OUT LED：本機からMIDI 信号が送信されている際に点滅します。7.
MIDI IN LED：外部MIDI 機器からMIDI 信号を受信している際に点滅します。8.
USB LED：USB接続を行いコンピュータがM-Trackを正しく認識した際に点灯します。またUSBバスパワーが供給され
ている確認もこのLEDで行います。

9.

LED METERS：メインアウトから出力されているレベルを表示します。10.

MIDI IN：MIDI ケーブルを使用して外部MIDI 機器との接続を行います。4.
MIDI OUT：MIDI ケーブルを使用して外部MIDI 機器との接続を行います。5.

MIC INPUT：マイクや他のXLR端子の機器を接続します。

GUITAR / LINE INPUT：ライン出力機器やギターなどを接
続します。バランスもしくはアンバランス信号を入力できます。

11.

12.
注意：MIC INPUT端子とGUITAR/LINE INPUT端
子の両方同時に接続してオーディオ信号を入力しま
すと入力レベルオーバとなり、音声が歪みます。

各部名称



HEADPHONES：ヘッドフォンを接続します。
HEADPHONE VOLUME：ヘッドフォンの出力レベルを調節します。

19.
20.

MIC/LINE - GUITAR スイッチ：入力信号のレベルに応じ
て切り替えます。ゲイン・ノブを使用して入力機器のレベルを
調整します。

13.

PHANTOM POWERスイッチ：コンデンサ・マイクを使用する際にオンします。両チャンネル共有のスイッチです。リボンマイク
を使用されている場合は、必ずオフでご使用ください。マイクが損傷する場合があります。詳しくは、マイクの取扱説明書をご参
照ください。

MONITOR MIX：各チャンネルからの入力信号（ダイレクト・モニタリング）とDAWからの出力信号をミックスするバランスを
調整します。ノブを「USB」側に完全に回した場合は、コンピュータ側から出力された音声信号のみ聞こえるようになります。ま
たノブを「DIRECT」側に完全に回した場合、本機の入力端子に接続している音声信号のみが聞こえます。

GAIN：各チャンネルの入力レベルを調整します。過大入力にならないように設定します。
INSERT：この端子にコンプレッサや EQ などのシグナル・プロセッサを接続することで、本機のプリアンプとA/D コンバー
タの間にインサートすることができ、いわゆるエフェクタの「かけ録り」が可能です。

16.

17.

MONO / STEREO：ヘッドフォン出力をモノに切り替えます。ヘッドフォンでモニタする際、入力信号のパンを左右に振りた
くない場合に、このスイッチをONにします。モノラルの入力ソースをCH1に接続し、ダイレクト・モニタを行うと音声が左チャ
ンネルに振られてしまう場合、このスイッチを「MONO」にすると、中央に定位します。

18.

14.
15.

このMONITOR MIXを中央にしてダイレクト・モニタリングの音とコンピュータからのモニタの音の両方を聞こえる
ように設定して、レーテンシィ（発音遅延）を確認しながらバッファ・サイズの調整を行うことができるため便利で
す。



製品仕様

インターフェイス： 24bitオーディオ・MIDI インターフェイス

主な特徴： ステレオ、24ビット入出力
サンプリング・レート最大48 kHz
各チャンネルにゲイン・ノブ、Mic/Line - Guitar入力切り替えスイッチ
入出力ともにバランス端子
1/4"ステレオヘッドフォン端子
MIDI入出力端子

オーディオ入出力： マイク入力：
SN比：97 dB
歪率：0.005%
周波数レスポンス：±0.35 dB

1/4" ギター/ライン入力：
SN比：96 dB
歪率：0.034%
周波数レスポンス：±1.2 dB

アナログ出力：
SN比：97 dB
歪率：0.005%
周波数レスポンス：±0.35 dB

電源： USBバスパワー

サイズ： 155 mm x 124 mm x 51 mm（W x L x H）
重量： 0.39 kg

※ 規格、デザインおよび仕様などは改良の為、予告なしに変更されることがあります。予めご了承ください。






