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付属の電源コードを、他の製品で使用しないでください。
また、
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■はじめに
このたびは、Soundcraft SPIRIT M SERIESをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用いただく前
に必ず本書をお読みいただき、内容をよくご理解された上で正しくお使いください。

保証書について
・保証書は必ず「お買い上げ年月日」「お買上げ店名/所在地」の記入をご確認いただき、製品とともにお受け取りくださ
い。お買い上げ日より1年間は保証期間です。保証書記載事項に基づき、無償修理等を保証させていただきます。修理
等はお買い上げの販売店までご依頼ください。
・お買い上げ時に「お買い上げ年月日」「お買上げ店名/所在地」が正しく記入されていない場合は、保証書が無効になり、
無償修理を受けられないことがあります。記載内容が不充分でしたら、速やかに販売店にお問い合わせください。
・改造など、通常の使用範囲を超えた取り扱いによる設計製造以外の要因で起きた故障や不都合は、期間内であっても保
証の対象外となります。

故障かな？と思われる症状が出たときには
故障かな？と思われる症状が出たときには、この取扱説明書をもう一度よくお読みになり接続や操作などをご確認くださ
い。それでも改善されないときは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。調整・修理いたします。

はじめに
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特徴、目次

■特徴

・ヘッドアンプにはレコーディングコンソールと同等の優れた回路デザインを採用し、力強く暖かみのあるブリティッ
シュ・サウンドを出力します。パッドを使わずに最大+12dBuまでの幅広い入力信号に対応し、‐128dBu以下の極
めて優れたマイク等価入力ノイズを実現しました。

・新開発のイコライザは、高域から中域への周波数干渉を減少させ、クリアな高域コントロールが可能です。モノ入力に
は100Hzのハイパス・フィルタも搭載しています。

・リアパネルにはS/PDIFフォーマットのデジタル出力端子を装備しており、DATやMD、PCなどを使用しての音楽制
作にも対応します。出力信号は、MIX L/RとPreフェーダのAUXが選択可能です。

・整然と配置されたフェーダやスイッチ類は、信号の系統別に色分けされ、快適なオペレーションを約束。さらに、操作
性の良い100mmのロングストローク・フェーダを採用し、オペレータの感性を最大限に引き出します。

・4本のAUXバスを装備。2本がPreフェーダ、他の2本がPostフェーダの信号を出力します。さらに、4系統のス
テレオFXリターンやプレイバックイン、ダイレクトアウトも備えています。

・M4/M8/M12は、それぞれ4/8/12モノと4ステレオ入力を備えており、必要な入力数に応じて最適なモデルが選
択できます。

・M8とM12にはラックマウント・アングルが標準で装備されており、EIA11Uのスペースにラックマウントが可能で
す。M4も、オプションのアダプタを装着すれば同様にラックマウントできます。
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付属の電源コードで本機とコンセントを接続し、リアパ
ネルの電源ON/OFFスイッチを押すと電源が入ります。
接続された機器を保護するため、以下の手順に従い電源
を入れてください。

1、全てのスイッチをOFFにして、フェーダやつまみな
どを最小にします。

2、リアパネルにある電源端子に付属の電源コードのソ
ケットを差し込み、もう一方の電源プラグをコンセン
トに差し込みます。

3、マイクロホンやキーボード、パワーアンプなどを各端
子に接続します。このとき外部機器の電源が全て
OFFになっているか確認してください。

4、スピーカを保護するため、「周辺機器」→「本機」→
「パワーアンプ(パワードスピーカ)」の順番で電源を
ONにします。OFFにするときはその逆の手順を行っ
てください。
※スピーカから音が出る状態で、ミキサーの電源
をON/OFFすると「バチッ」というノイズが出
力され、接続されている機器を破損する恐れがあ
ります。

電源端子電源ON/OFFスイッチ

■電源の入れ方

電源の入れ方
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■モノ入力セクション

各部の名称と機能

マイク/ライン・レベルのモノラル信号を入力します。

１、DIRECT OUT：ダイレクトアウト端子
バランス仕様6.3mm標準フォーンジャックのダイレク
トアウト端子です。他のチャンネルとミックスされてい
ない、そのチャンネルだけの信号を取り出すことができ
ます。出力信号は、ダイレクトアウト出力信号選択スイッ
チ(11)によってPre/Postフェーダが選択できます。

２、MIC：マイク入力端子
バランス仕様XLRコネクタのマイク入力端子です。バラ
ンスまたはアンバランスのマイク・レベルの信号を入力
します。マスタ・セクションのファンタム電源ON/OFF
スイッチを押すと48Vファンタム電源の供給が可能で、
コンデンサ・マイクロホンが使用できます。

※同じチャンネルにあるマイク入力端子とライン
入力端子(3)は、並列に結線されているため同
時に使用できません。一方の端子を使用してい
るときはもう一方は外してください。

※ファンタム電源のスイッチはコンデンサ・マイ
クロホンを差し込んでからONにし、ON/OFF
の切替は全てのフェーダを絞りきってから行っ
てください。

※アンバランス型のマイクロホンや、トランスの
センターがアースされていない機器を接続する
際は、ファンタム電源のスイッチをOFF にし
てください。バランス型のダイナミック・マイ
クロホンは、ONの状態で接続しても問題あり
ません。

※コンデンサ・マイクロホンの中には、極端に大
きな電流を消費するものがあります。このよう
なマイクロホンを使用すると電源がオーバー
ロードして歪みの原因となります。事前に仕様
等をお確かめください。

3、LINE：ライン入力端子
バランス仕様6.3mm標準フォーンジャックのライン入
力端子です。バランスまたはアンバランスのライン・レ
ベルの信号を入力します。

※同じチャンネルにあるマイク入力端子(2)とラ
イン入力端子は、並列に結線されているため同
時に使用できません。一方の端子を使用してい
るときはもう一方は外してください。
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各部の名称と機能(モノ入力セクション)

4、INS：インサート入出力端子
6.3mm標準フォーンジャックのインサート入出力端子
です。信号を外部に引き出し、別の機材で変化させ、も
う一度同じ場所に戻します。リミッタやコンプレッサな
ど、そのチャンネルだけに必要なエフェクタを接続する
ことができます。インサートポイントはイコライザの直
前です。

※インサート入出力端子はTRS(チップ、リング、
スリーブ)型のフォーンジャックを利用した双
方向の接続となっています。接続には下の図の
ような特殊なインサート・ケーブルが必要です。

5、GAIN：ゲイン調整つまみ
入力信号のレベルに応じてヘッドアンプのゲイン(入力感
度)を調整します。調整可能な範囲は+5dBu～＋60dBu
です。

6、100Hz：ハイパスフィルタON/OFFスイッチ
スイッチを押すとONになり、100Hz以下の信号成分が
18dB/octのカーブで減衰します。低域の不要なノイズ
をカットしたいときにONにします。

7、HF/MID/LF：イコライザ
周波数特性を変化させて入力信号の音質を補正します。
HF(高域)、MID(中域)、LF(低域)の3バンドに分かれてお
り、MIDは上のつまみで中心周波数を、下のつまみでゲ
インを調整します。HFとLFはゲインのみ調整可能です。

8、AUX：AUXバス出力レベル調整つまみ
AUX バスへ送られる信号の出力レベルを調整します。
AUX1/2からはPreフェーダの信号が、AUX3/4から
はPostフェーダの信号が出力されます。

INSERT入出力端子へ
外部機器の入力端子へ

チップ

チップスリーブスリーブリング

インサートケーブル

外部機器の出力端子へ

バンド 中心周波数 ゲイン カーブ

HF 12kHz シェルビング

MID 240Hz～6kHz ピーキング

LF 60Hz シェルビング

±15dB

9、PAN：パン調整つまみ
信号を左スピーカから右スピーカの間のどの位置に定位
させるか決めます。つまみを0の位置に合わせると、信
号は左スピーカと右スピーカの両方に同一のレベルで出
力されます。左に回しきると左スピーカのみに出力され、
右方向に回していくとそれに従って音像は右に移動して
いきます。

10、MUTE：ミュートON/OFFスイッチ
スイッチを押すとONになり、Postフェーダの信号や
AUXバスへの信号がカットされます。

11、DIRECT PRE：
ダイレクトアウト出力信号選択スイッチ

ダイレクトアウト端子(1)への出力信号を選択します。ス
イッチを押さないとPostフェーダの信号が、押すとPre
フェーダの信号が出力されます。Preフェーダの信号を
選択しているとき、ミュートON/OFFスイッチ(10)の
影響は受けません。

12、PFL：PFLスイッチ
Preフェーダの信号をモニタ・スピーカまたはヘッドホ
ンで検聴するためのスイッチです。スイッチを押すと、
チャンネル・フェーダ(15)直前の信号がソロバスへ出力
されます。ミュートON/OFFスイッチ(10)の影響は受
けません。

13、PEAK：ピークLED
信号のピークレベルを監視します。ハイパスフィルタ、イ
コライザ、チャンネル・フェーダ通過後の3 点で、定格
レベルより18dBu以上高い信号を検出すると赤く点灯
します。点灯したときは、ゲイン調整つまみ(5)やチャン
ネル・フェーダ(15)を下げてください。

14、SIG：シグナルLED
信号が正常に入力されているか監視します。ハイパス
フィルタ通過後で、-20dBu以上の信号を検出すると緑
色に点灯します。

15、チャンネル・フェーダ
信号の出力レベルを調整します。0の位置で定格ゲイン、
突き上げで10dBのゲインを持たせることができます。

※ノイズを軽減するため、使用しないチャンネル
のフェーダは下げておいてください。
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各部の名称と機能

■ステレオ入力セクション

ライン・レベルのステレオ信号を入力します。

1、STE L/R ：ステレオ入力端子
バランス仕様6.3mm標準フォーンジャックのスレテオ
入力端子です。バランスまたはアンバランスのライン・レ
ベルの信号を、LとRのステレオで入力します。L端子の
みを使用すると、R にもLと同じ信号が流れモノラル信
号のライン入力として使用できます。

2、GAIN：ゲイン調整つまみ
入力信号のレベルに応じてヘッドアンプのゲイン(入力感
度)を調整します。調整可能な範囲は0dBu～＋22dBu
です。

3、HF/LF：イコライザ
周波数特性を変化させて入力信号の音質を補正します。
HF(高域)、LF(低域)の2バンドに分かれており、ゲイン
のみ調整可能です。

4、AUX：AUXバス出力レベル調整つまみ
AUX バスへ送られる信号の出力レベルを調整します。
AUX1/2からはPreフェーダの信号が、AUX3/4から
はPostフェーダの信号が出力されます。

5、BAL：バランス調整つまみ
左スピーカと右スピーカの音量のバランスを調整します。
つまみを0の位置に合わせると、LとRの信号がそれぞ
れのスピーカに同一のレベルで出力されます。左に回し
きるとLの信号のみが左スピーカに出力され、右に回し
きるとRの信号のみが右スピーカに出力されます。

6、MUTE：ミュートON/OFFスイッチ
スイッチを押すとONになり、Postフェーダの信号や
AUXバスへの信号がカットされます。

7、PFL：PFLスイッチ
Preフェーダの信号をモニタ・スピーカまたはヘッドホ
ンで検聴するためのスイッチです。スイッチを押すと、
チャンネル・フェーダ(10)直前の信号がソロバスへ出力
されます。ミュートON/OFFスイッチ(6)の影響は受け
ません。

バンド 中心周波数 ゲイン カーブ

HF 12kHz

LF 60Hz
シェルビング±15dB
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各部の名称と機能(ステレオ入力セクション)

8、PEAK：ピーク LED
信号のピークレベルを監視します。ハイパスフィルタ、イ
コライザ、チャンネル・フェーダ通過後の3 点で、定格
レベルより18dBu以上高い信号を検出すると赤く点灯
します。点灯したときは、ゲイン調整つまみ(2)やチャン
ネル・フェーダ(10)を下げてください。

9、SIG：シグナルLED
信号が正常に入力されているか監視します。ハイパス
フィルタ通過後で、-20dBu以上の信号を検出すると緑
色に点灯します。

10、チャンネル・フェーダ
信号の出力レベルを調整します。0の位置で定格ゲイン、
突き上げで10dBのゲインを持たせることができます。

※ノイズを軽減するため、使用しないチャンネル
のフェーダは下げておいてください。
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各部の名称と機能

■AUX/FXAUX/FXAUX/FXAUX/FXAUX/FXリターンリターンリターンリターンリターン・・・・・セクションセクションセクションセクションセクション

AUXバスの信号を外部に出力したり、ライン・レベルの
ステレオ信号をMIX L/Rバスに入力します。

※モデルによってスイッチやつまみの位置が若干
異なります。

1、AUX：AUX出力端子
バランス仕様6.3mm標準フォーンジャックのAUX出力
端子です。AUX出力レベル調整つまみ(7)通過後のAUX
バスの信号を出力します。

2、RET L/R：FXリターン入力端子
アンバランス仕様RCA端子のFXリターン入力端子で
す。アンバランスのライン・レベルの信号を、LとRの
ステレオで入力します。信号はMIX L/Rバスのみに出力
が可能です。

3、GAIN：FXリターン・ゲイン調整つまみ
FXリターン入力端子(2)に入力された信号のレベルに応
じて、ヘッドアンプのゲイン(入力感度)を調整します。

4、PEAK：FXリターン・ピークLED
信号のピークレベルを監視します。FXリターン・ゲイン
調整つまみ(3)通過後で、定格レベルより18dBu以上高
い信号を検出すると赤く点灯します。点灯したときは、ゲ
イン調整つまみを下げてください。

5、RETURN MASTER：
FXリターン出力レベル調整つまみ

FXリターンからMIX L/Rバスへ送られる信号の、最終
的な出力レベルを調整します。

6、MUTE：FXリターン・ミュートON/OFFスイッチ
スイッチを押すとONになり、FXリターンからMIX L/
Rバスへ送られる信号がカットされます。

7、AUX MAST：AUX出力レベル調整つまみ
AUXバスからAUX出力端子(1)へ送られる信号の、最終
的な出力レベルを調整します。

8、AFL：AUX出力AFLスイッチ
Postフェーダの信号をモニタまたはヘッドホンで検聴す
るためのスイッチです。スイッチを押すと、AUX出力レベ
ル調整つまみ(7)通過後の信号がソロバスへ出力されます。
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各部の名称と機能(マスタ・セクション)

■マスタマスタマスタマスタマスタ・・・・・セクションセクションセクションセクションセクション

MIX L/R バスやソロバスの信号を外部に出力したり、
ファンタム電源の制御を行います。ライン・レベルのス
テレオ信号をMIX L/Rバスへ入力できる、プレイバック
入力端子も装備しています。

※モデルによってスイッチやつまみの位置が若干
異なります。

1、POWER：パワーLED
電源をONにすると緑色に点灯します。

※電源の入れ方は5ページをご覧ください。

2、P/B L/R：プレイバック入力端子
アンバランス仕様RCA端子のプレイバック入力端子で
す。アンバランスのライン・レベルの信号を、LとRの
ステレオで入力します。信号はMIX L/Rバスとソロバス
にのみ出力が可能です。

3、MONO SUM：モノ出力端子
バランス仕様6.3mm標準フォーンジャックのモノ出力
端子です。マスタ・フェーダ(16)通過後の信号をモノサ
ミングして出力します。最終的な出力レベルの調整は、モ
ノ出力レベル調整つまみ(11)で行います。

4、PHANTOM POWER：
ファンタム電源ON/OFFスイッチ

48Vファンタム電源をモノ入力セクションの全てのマイ
ク入力端子に供給するためのスイッチです。スイッチを
押すとONになり、左にあるLEDが赤く点灯します。コ
ンデンサ・マイクロホンを使用するときはONにしてく
ださい。

※スイッチはコンデンサ・マイクロホンを差し込
んでからONにし、ON/OFFの切替は全ての
フェーダを絞りきってから行ってください。
※アンバランス型のマイクロホンや、トランスの
センターがアースされていない機器を接続する
際は、スイッチをOFF にしてください。バラ
ンス型のダイナミック・マイクロホンは、ON
の状態で接続しても問題ありません。

5、MONITOR L/R：モニタ出力端子
バランス仕様6.3mm標準フォーンジャックのモニタ出
力端子です。通常はマスタ・フェーダ(16)通過後の信号
を出力し、各セクションの検聴スイッチ(PFL/AFL ス
イッチ)が押されるとソロバスの信号を出力します。最終
的な出力レベルの調整は、モニタ出力レベル調整つまみ
(12)で行います。



12 SPIRIT M SERIES取扱説明書

各部の名称と機能

■マスタマスタマスタマスタマスタ・・・・・セクションセクションセクションセクションセクション(((((続き続き続き続き続き)))))

6、MIX INSERT L/R：MIX L/Rインサート入出力端子
6.3mm標準フォーンジャックのインサート入出力端子
です。信号を外部に引き出し、別の機材で変化させ、も
う一度同じ場所に戻します。インサートポイントはマス
タ・フェーダ(16)の直前です。

※インサート入出力端子はTRS(チップ、リング、
スリーブ)型のフォーンジャックを利用した双
方向の接続となっています。接続には下の図の
ような特殊なインサート・ケーブルが必要です。

7、MIX L/R：MIX L/R出力端子
バランス仕様XLRコネクタのMIX L/R出力端子です。マ
スタ・フェーダ(16)通過後の信号を出力します。

8、P/B LEVEL：プレイバック出力レベル調整つまみ
プレイバック入力端子(2)からMIX L/Rバスへ送られる
信号のレベルを調整します。

9、P/B PFL：プレイバックPFLスイッチ
Preフェーダの信号をモニタ・スピーカやヘッドホンで
検聴するためのスイッチです。スイッチを押すと、プレ
イバック出力レベル調整つまみ(8)直前の信号がソロバス
へ出力されます。

10、P/B REPLACE MIX：プレイバック出力スイッチ
プレイバック入力端子(2)に入力された信号をMIX L/R
バスに出力するためのスイッチです。スイッチを押すと、
プレイバック出力レベル調整つまみ(8)通過後の信号が出
力されます。

11、MONO SUM：モノ出力レベル調整つまみ
モノ出力端子(3)へ送られる信号の、最終的な出力レベル
を調整します。

INSERT入出力端子へ
外部機器の入力端子へ

チップ

チップスリーブスリーブリング

インサートケーブル

外部機器の出力端子へ



SPIRIT M SERIES取扱説明書 13

各部の名称と機能(マスタ・セクション、デジタル出力端子)

12、MONITOR：モニタ出力レベル調整つまみ
モニタ出力端子(5) へ送られる信号の、最終的な出力レベ
ルを調整します。

13、PHONES ：ヘッドホン出力レベル調整つまみ
ヘッドホン出力端子(17) へ送られる信号の、最終的な出
力レベルを調整します。

14、LED レベルメータ
信号のレベルを表示する10セグメントのLEDメータで
す。通常はマスタ・フェーダ(16)通過後の信号レベルを
表示し、各セクションの検聴スイッチ(AFL/PFLスイッ
チ)が押されるとソロバスの信号レベルを表示します。赤
色のLED が点灯したときは、チャンネル・フェーダやマ
スタ・フェーダ(16)を下げてください。

15、SOLO AFL/PFL：ソロLED
各セクションの検聴スイッチ(AFL/PFLスイッチ)が押さ
れると赤く点灯します。点灯しているとき、LED 出力レ
ベルメーター(14)はソロバスを流れる信号のレベルを表
示し、モニタ出力端子(5)やヘッドホン出力端子(17)にも
ソロバスの信号が流れます。

16、MIX：マスタ・フェーダ
MIX L/Rバスから各出力端子へ送られる信号の、最終的
な出力レベルを調整します。チャンネル・フェーダと異
なり、突き上げで定格ゲインです。

17、PHONES：ヘッドホン出力端子
6.3mm標準フォーンジャックのヘッドホン出力端子で
す。通常はマスタ・フェーダ(16)通過後の信号を出力し、
各セクションの検聴スイッチ(AFL/PFLスイッチ)が押さ
れるとソロバスの信号を出力します。最終的な出力レベ
ルの調整は、ヘッドホン出力レベル調整つまみ(13)で行
います。

■デジタル出力端子デジタル出力端子デジタル出力端子デジタル出力端子デジタル出力端子

リアパネルにはS/PDIFフォーマットのデジタル出力端
子(44.1kHz、24bit)を装備しており、DATやMD、PC
などのテジタル機器を直接接続することができます。

1、デジタル出力端子
S/PDIFフォーマットのデジタル出力端子です。S/PDIF
出力信号選択スイッチ(2)で選択された信号を出力します。

2、S/PDIF出力信号選択スイッチ
S/PDIF出力端子(1)への出力信号を選択します。スイッチ
を押さないと、マスタ・セクションのMIX L/R出力端子
に流れる信号と同じ信号が、押すとAUX/FXリターン・セ
クションのAUX出力端子(1/2)に流れる信号と同じ信号
が出力されます。



14 SPIRIT M SERIES取扱説明書

セットアップ

■セットアップの方法

ここでは、SPIRIT M SERIESを使ってクリアなミックスを実現するための、接続や調整の手順を紹介します。だたし、
接続する機器や用途によって手順は異なりますのでご注意ください。

1、電源が入っていない状態で、全てのスイッチをOFFにしてフェーダやつまみなどを最小にします。イコライザ、パ
ン、バランスのつまみはセンター(0)の位置に合わせてください。

2、マイクロホンやキーボード、パワーアンプなどを各入出力端子に接続します。
 ※外部機器の電源は、全てOFFにしてから接続してください。

3、スピーカを保護するため、「周辺機器」→「本機」→「パワーアンプ」の順番で電源をONにします。OFFにすると
きは、その逆の手順を行ってください。スピーカから音が出る状態でミキサーの電源をON/OFFすると、「バチッ」と
いうノイズが出力され、スピーカなどの接続された機器を破損する恐れがあります。

4、ミックスのメインとなる信号が入力されているチャンネルのフェーダを、0の位置に設定します。
※「バラード調の曲だったらボーカル」というように、メインとなる信号のレベルを最初に決めてそれを基準に
して他の信号のレベルを調整します。こうすることでメリハリのあるミックスが可能です。

5、4で選択したチャンネルに入力されている信号のレベルを調整します。ヘッドホンで音を聞きながら、最大入力時に
マスタ・セクションのLEDメータが0まで触れる程度にヘッドアンプを調整してください。

6、4と5の手順を他のチャンネルに関しても必要なだけ繰り返します。PFLスイッチやミュート・スイッチを使って、
他の信号とのバランスを考えレベルを調整してください。

7、必要に応じてイコライザを調整します。イコライザを調整すると信号のレベルが増減します。イコライザの調整後、
ピークLEDが頻繁に点灯してしまう場合は、最大入力時に一瞬だけ点灯するようにゲインを下げてください。

8、マスタ・フェーダでミックス全体のレベルを調整し、フィードバック(ハウリング)が聞こえないかどうか耳を澄まし
ます。もしフィードバックなしに満足な信号レベルが得られない場合は、マイクロホンのセッティングやスピーカの
位置をチェックして、これまでの手順を繰り返します。

■セットアップ例

●ライブSR
最も基本的なセットアップ方法です。マイクロホンはマイク入力に、ギターはDI(ダイレクトボックス)を通してマイクま
たはライン入力に、キーボードなどのステレオ音源はステレオ入力に接続します。メイン・スピーカやモニタ・スピーカ
には、グラフィック・イコライザとパワーアンプを経由して信号が送られます。

DI Box

マイクロホン

モニタ・スピーカ

メイン・スピーカ

コンプレッサ/リミッタ

CD/MDプレーヤー等

エフェクタ

キーボード

パワーアンプ

グラフィック
イコライザ

ギター
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セットアップ(セットアップ例)

メイン・スピーカ

パワーアンプ

グラフィック
イコライザ

エフェクタ

エフェクタ

キーボード、シンセサイザ等

キーボード

コンピュータ

コンプレッサ/リミッタ

DI Box

ギター

マイクロホン

マスタリング
プロセッサ

CD/MDプレーヤー等

モニタ・スピーカ

マルチトラック・レコーダ

●レコーディング
チャンネル個別の信号を録音するため、ダイレクトアウトにはマルチトラック・レコーダが接続されています。また、リア
パネルのデジタル出力を使用すれば、コンピュータやCD/MDプレーヤ等のデジタル機器とダイレクトに接続が可能です。

フィル用スピーカ フィル用スピーカ

モニタ・スピーカ

メイン・スピーカ

パワーアンプ

グラフィック
イコライザ

グラフィック
イコライザ

●マルチスピーカ・システム
より多くの出力を必要とするときに有効な接続方法です。メイン・スピーカはMIX L/R出力から、モニタ・スピーカは
モニタ出力から、フィル用スピーカはモノ出力やAUX出力から信号が送られます。入力には、ライブSRのセットアッ
プ例と同様に音源を接続してください。
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資料

■各部の役割と調整方法

ミキサーは、入力された信号を調整して1つにまとめ、バ
ランスを整える役割をします。右の図は、入力された信
号がミキサー内をどのように流れていくかを示したもの
です。右方向に向かっている矢印は、バスといって各入
力チャンネルの信号を1つにまとめる働きをします。こ
こでは、各部の役割と調整方法を順を追って紹介してい
きます。

●ヘッドアンプ
各入力端子からミキサーに入った信号を増幅するのがヘッドアンプの役割です。ヘッドアンプで各チャンネルのレベルを
そろえておくと、フェーダの位置と実際の音量の関係がどのチャンネルも同じようになり、ミックスがしやすくなります。

ミキサーに入力された信号は、ヘッドアンプからマスタ・フェーダに至るまでに多少のノイズが混入してしまいます。特
に、もとの信号レベルが小さいマイクロホンやエレキギターなどへの影響は大きく、早い段階で信号を増幅する必要があ
ります。その「増幅」の役割を果たすのが、入力端子の直後にあるヘッドアンプです。ヘッドアンプで音が歪む(クリッ
プ)直前まで信号を増幅することで、ノイズに比べて十分な信号レベルを得ることができ、歪みのないクリアな信号とな
るわけです。理想的には、その音源が出す最大レベルがそのミキサーの歪む直前(クリップ・レベル)になっていれば、ダ
イナミック・レンジを有効に使いきっていることになります。しかし実際には、最大レベルと思われる信号を歪み始める
よりも少し下に設定します。この最大レベルから歪み始めるまでの余裕のことをマージン(ヘッド・ルーム)といいます。マ
イクロホンなどは瞬間的に大きな信号を拾うことがあるので、マージンは大きめに取る必要があります。

※適切なマイクロホンのセッティングは、良いミックスを行うための大切なポイントです。マイクロホンを音源に
なるべく近づけることで、周囲の不要な音の回り込みを防ぐことができます。また、そうすることでミキサーの
ゲインを低く設定できるため、フィードバックを防ぐことが可能です。

AUX Pre

AUX Post

イコライザ

ヘッドアンプ

マイク入力
ライン入力

マスタ
フェーダ

チャンネル
フェーダ

インサート

AUX Pre
出力

AUX Post
出力

MIX L/R
出力

パン/バランス

適切なレベル設定

マージン

クリップレベル

信号レベル

ノイズレベル

+45
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●イコライザ
イコライザは、入力された1つ1つの信号に対して音を創りあげたり、不必要な音を除去するなどの大切な役割を持って
います。ただし、使い方を間違えるとハウリングやクリップを起こす原因となりますので、その性質を良く理解して使い
ましょう。

SPIRIT M SERIESは、モノ入力セクションにHF(高域)、MID(中域)、LF(低域)の3バンド、ステレオ入力セクション
にHF、LFの2バンドのイコライザを装備しています。各バンドには、音質補正の起点となる中心周波数が設定されてい
ます。つまみのセンターがイコライジングをしてない状態、右に回すと中心周波数が強調(ブースト)され、左に回すと減
衰(カット)していきます。各中心周波数は最大15dB持ち上げたり、減衰させることが可能です。中心周波数が±15dB
変化すると言ってもそのポイントのみが変化するわけではなく、前後の周波数に影響を与えながら変化していきます。そ
の変化によって、「ピーキング」と「シェルビング」の2つのパターンがあります。本機のイコライザは、HFとLFがシェ
ルビング、MIDはピーキングです。

ピーキング
ピーキングとは「峰」「山頂」という意味で、任意の周波数帯のみをブースト/カッ
トできます。ピーキングのイコライザには、中心周波数が固定されているものと
連続的に可変できるものがあり、中心周波数を自由に選べるイコライザをスイー
プ・イコライザと言います。本機のモノ入力セクションに搭載されたMIDのイコ
ライザは、240Hz～6kHzの間でスイープが可能です。右の図を見ても分かる
ように、ピーキングのイコライザは中心周波数周辺の音域以外にはほとんど影響
を与えません。

シェルビング
シェルビングとは「棚」という意味で、
カーブの特性が棚のように見えることか
ら名付けられました。右の図を見ても分
かるように、ある周波数帯域よりも上ま
たは下の帯域全体を可変するタイプです。

実際イコライザは、各入力チャンネルをミックスしたときにぶつかり合っている周波数帯域を削ったり、特定の音を目立
たせる場合に使います。例えば、ベースなどの低音楽器と低域が強調されている演奏を混ぜ合わせると、お互いがぶつか
り合ってせっかくの演奏が聞こえてこないということがあります。そこで、イコライザを使って演奏の低域を下げると、
低域ではベースが引き立てられ、中域以上では演奏が目立つようになります。だたし、イコライザをかけすぎると音が不
自然になったり、ノイズが目立ったりしてしまうので注意が必要です。調整前と調整後の音を聞き比べながら、慎重に音
作りを進めていきましょう。

●チャンネル・フェーダ
各入力チャンネルから、MIX L/RバスやPostフェーダのAUX
バスに送り出される信号の出力レベルを最終的に決定します。演
奏中にもよく使われ、ソロプレイの時など音を目立たせたい場合
にはフェーダを上げ、目立たせたくない場合には下げます。

スイープスイープ

ピーキング(MID)

シェルビング(LF/HF)

10

5

0

5

10

15

20

30

ソロ
プレイ

通常の
セッティング

フェーダ
OFF

ローレベル
セッティング

∞

25

資料(各部の役割と調整方法)
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資料

■各部の役割と調整方法(続き)

●バス
乗り合い自動車のバスと同じ意味から発しており、様々な信号が乗り入れるラインを指します。ミキサーに入力された信
号は上から下へと流れ、音質の補正やレベルの調整が行われます。調整された信号は左から順番にまとめられ、マスタ・
フェーダやつまみで最終的にコントロールされて各出力端子に出力されます。この「音をまとめていく」のがバスの役割
です。本機には、AUXバス、ソロバス、MIX L/Rバスの3種類のバスが搭載されています。

AUXバス
AUXバスへは、各入力セクションからPreフェーダとPostフェーダの2通りの信号が出力されます。Preフェーダで
は、チャンネル・フェーダの手前の信号がAUXバスへ流れます。フェーダの影響を受けることなく個別にレベルが調整
できるので、ステージ上のプレーヤーにモニタを返す場合などに便利です。Postフェーダでは、チャンネル・フェーダ
でレベルを決めた後の信号がAUXバスへ流れます。フェーダの上下に合わせてAUXに流れる信号レベルが変わるので、
リバーブなどの残響音を出力するエフェクタに最適です。

ソロバス
各セクションの検聴スイッチ(PFL/AFLスイッチ)が押されるとそのポイントの信号がソロバスへ出力され、さらにその
信号がモニタ・スピーカやヘッドホンに送り出されます。これによって、他の信号とミックスされる前の信号を検聴する
ことができます。PFLとはPre Fader Listenのことで、フェーダやつまみの直前の信号を検聴するという意味です。AFL
とはAfter Fader Listenのことで、フェーダやつまみの直後の信号を検聴するという意味です。

MIX L/Rバス
MIX LバスとMIX Rバスの2本からなり、チャンネル・フェーダ通過後の信号がこのバスに流れ込みます。まとめられ
た信号は、マスタ・セクションのマスタ・フェーダで最終的に全体のレベルが調整され、MIX L/R出力端子などから出
力されます。

●パン
定位とも呼ばれ、音を空間の左右に配置することで立体感を作り出す役割をします。パンを使わないと、音は右と左のス
ピーカ両方から同じ音量で出力され、リスナーは全てのプレーヤーがステージの中央で演奏しているように聞こえます。
ステージの左右に音を広げることでぶつかり合うのを防ぐのです。パンを使った定位の方法に特にルールはありません。
ただ一般的なライブSRでは、ドラムやベースなどリズム系の楽器を左右に広げると曲に締まりがなくなってしまうので、
センターに定位させることが多いようです。また、ボーカルやソロで演奏する楽器など、その曲にとって重要と思われる
パートもセンターに定位させます。その他のギターやキーボードなどは、左右にバランス良く振り分けます。左右のスピー
カの近くにいるリスナーにも自然に聞こえるように、極端に振り分けることは避けましょう。

●デジタル出力
デジタルの最大の利点は音質の劣化がないということです。アナログはレコーディングを繰り返すことによって音質が劣
化していくのに対し、デジタルは信号がそのままコピーされるため音質の劣化がありません。デジタル出力を利用すれば、
質の高いレコーディングが可能になります。

S/PDIFとは？
S/PDIF(エス・ピー・ディー・アイ・エフ)とはSony/Philips Digital Interfaceの略で、ソニーとフィリップスが共同
で策定した規格です。もともとはプロのレコーディングの現場で用いられているAES/EBUというオーディオ用デジタ
ル・インターフェイスの規格を、民生レベルでも利用できるようにしたものですが、現在は民生機だけでなく業務用機材
においても幅広く使われています。
S/PDIFには、光(オプティカル)と同軸(コアキシャル)の2種類のデータ伝送方式があり、M SERIESはコアキシャルを
採用しています。オプティカルは光でデータを送るので接続には特殊なケーブルが必要ですが、コアキシャルは電気でデー
タを送るので一般的な75Ωの映像用同軸ケーブルで接続できます。家庭用オーディオの世界ではオプティカルが圧倒的
ですが、プロのレコーディングの世界においてはコアキシャルが主流です。アナログの世界では通常1本のケーブルで扱
うことができるのは1チャンネルのみですが、S/PDIFでは1本で2チャンネル分のデータを転送できます。
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■基礎知識

ここでは、信号の受け渡し方法や接続端子の種類など、基本的な音響の知識について解説します。

●バランスとアンバランス
ある音響機器から別の音響機器に信号を送る場合、バランス伝送方式とアンバランス伝送方式があり、信号の大小や機器
間の距離によって使い分けられています。バランス伝送方式はノイズに強く、マイクロホンなどのレベルの小さい信号の
受け渡しをする際や、ケーブルの長さが長くなる場合に適しています。アンバランス伝送方式は、伝送する信号レベルが
大きくノイズの影響を受けにくい場合や、ケーブルの長さが短いときなどに使われます。

バランス伝送方式の仕組み
バランス伝送方式で使用されるケーブルは、「ホット」「コールド」の2本のワイヤーとそれを覆う網状の「グランド」で
構成されています。バランス伝送方式に対応した機器は、元の信号(ホット)に対して位相を反転させた信号をコールド側
に送っています。ホットとコールドは極めて接近しているため、ノイズがケーブルに飛び込んできたとき、2本は同じ位
相でノイズを拾います。受信側の機器は、コールドからの信号を位相を反転してからヘッドアンプに送るため、外来ノイ
ズは互いにうち消し合い、ノイズを取り除くことができます。これがバランス伝送方式がノイズに強い理由です。

アンバランス伝送方式の仕組み
アンバランス伝送方式は、バランス伝送方式のグランドを
コールドと兼用にして、ホットとグランドの2本で信号の伝
達を行います。この場合、元の信号と外部から飛び込んでき
たノイズは区別ができません。受信側の機器はその信号をそ
のまま増幅するので、結果としてノイズに対して信号の出力
が弱くなってしまいます。

●接続端子
音響機器の接続には様々な接続端子が使われています。本機では、XLRコネクタ、フォーンジャック、RCA端子の3種
類が使用されています。

XLRコネクタ

グランド� ホット�コールド�

バランス�

アンバランス�

XLRコネクタ
(上：メス、下：オス)

フォーンプラグ
(上：ステレオ、下：モノラル)

RCA端子

キャノンコネクタとも呼ばれ、マイクケーブルや各音響機器間の接続に最も
多く使用されています。オスとメスがあり、通常はオス側が出力、メス側が
入力です。XLR端子には以下のような特徴があります。
・ロック機構が付いていてケーブルを引っ張っても簡単に抜けない。
・ 頑丈でぐらつきが少なく、マイクロホンなどに使用した場合でもハンドリ
ングノイズが出にくい。
・1番ピン(グランド)が、2番ピン(ホット)、3番ピン(コールド)より長く、
必ず先に接触する構造になっているため接続時にほとんど衝撃音が出ない。

フォーンプラグ
標準プラグとも呼ばれ、ステレオ(3端子)とモノラル(2端子)があります。ス
テレオ・フォーンプラグは、ヘッドホンなどのステレオ信号を扱う端子やバ
ランス伝送方式の端子、インサート端子などに使われています。モノラル・
フォーンプラグはアンバランス伝送方式のみに対応しており、楽器などの接
続に使われています。

RCA端子
ピン・コネクタとも呼ばれ、家庭用オーディオ機器に広く使用されている端
子です。RCA端子を使った入出力ケーブルは、バランス伝送方式ではない
ので長く引き延ばすと音質劣化の原因となります。赤の端子は右(R)チャン
ネル、白の端子は左(L)チャンネルの信号の入出力に使います。

資料(基礎知識)
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資料

サイドモール

ラックマウント・アングル

■ラックマウントの方法

M8とM12は、左右両端にあるサイドモールの中にラックマウ
ント・アングルを内蔵しており、EIA11Uのスペースにラック
マウントが可能です。また、M4もオプションのアダプタを使用
することで同様にラックマウントができます。ここでは、ラック
マウント・アングルをサイドモールから取り出すための方法を解
説します。

※ラックに設置する際は、重量を支えるために全てのネ
ジをしっかり固定してください。落下によるけがや、
器物破損の原因になります。

本体裏面

アームレスト

1、裏返しにして、正面の内側にあるA1～A5ネジを反
時計回りに回して緩め、アームレストを外します。
※裏返しにする際、フェーダやつまみを破損しな
いように注意してください。

エンドキャップ

2、リアパネルの両脇にあるB1、B2ネジを反時計回り
に回して緩め、エンドキャップを外します。

3、左右の内側にあるC1～C4ネジを反時計回りに回し
て緩め、サイドモールを外します。するとラックマウ
ント・アングルが現れます。
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仕様

■仕様

周波数特性........................................................................................................................................... 20Hz～20kHz、±1dB

マイク等価入力ノイズ ................................................................................................................... -128dBu(22Hz～22kHz)

THD ..................................................................................................................................... 0.008%以下(+20dBu、1kHz)

インピーダンス/最大信号レベル
マイク入力 ............................................................................................................................................... 2kΩ /+12dBu
ライン入力 ..................................................................................................................................... 40kΩ以上/+38dBu
ステレオ入力 ................................................................................................................................. 30kΩ以上/+21dBu

ハイパスフィルタ ........................................................................................................................................ 100Hz、18dB/oct

イコライザ
モノ入力......................HF：12kHz、±15dB、シェルビング

MID：240Hz～6kHz、±15dB、ピーキング
LF：60Hz、±15dB、シェルビング

ステレオ入力 ..............HF：12kHz、±15dB、シェルビング
LF：60Hz、±15dB、シェルビング

デジタル出力
基準出力レベル ................................................................................................................... 0.4Vp.p～0.6Vp.p/75Ω

電源 ............................................................................................................................................................ AC100V、50/60Hz

寸法(幅×高さ×奥行)、重量
M4：397×119×523mm、6.8kg
M8：506×119×523mm、8.3kg
M12：506×119×523mm、8.6kg
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■寸法図

●SPIRIT M4

●SPIRIT M8/M12
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ブロック・ダイアグラム

■ブロック・ダイアグラム
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