
取扱説明書

   
40-00-0243 www.line6.jp/manuals で M20dアドバンス・ガイドを提供しています。 

®

StageScape M20d



注意：本製品は米国連邦通信委員会（FCC）により定められたFCCルールの「クラスBデジタル機器」に準拠するようテストおよび製造されています。本製品は以下の二つの
条件のもとで使用してください： （1）本製品を有害な妨害行為に使用しないこと　（2）意図されない動作を起こすものであっても干渉信号はすべて受信すること。

三角形で囲まれた稲妻の記号は「感電注意！」を意味します。 これは動作
電圧があること、および感電の危険性があることを示しています。

三角で囲まれた感嘆符は「注意！」を意味します。 この警告記号で示され
ている情報は安全のため必ずお読みください。

SERIAL NO:

注：
Line 6はLine 6, Inc の登録商標であり、米国およびその他の国において商標登録されています。  M20dはLine 6, Inc の登録商標です。無断複写・複製を禁じます。

【重要】安全にお使いいただくために

注意
感電の恐れがあります。

開けないでください。

警告：火災や感電を防ぐため、ねじ等を外さないでください。  このなかに一般使用が可能な部品はありません。 製品に問題がある場合は
メーカーまでお問い合わせください。

警告：火災や感電を防ぐため、製品を雨や湿気にさらさないでください。



お読みください【重要】安全にお使いいただくために本取扱説明書は安全な場所に保管しておいてください

• 本取扱い説明書をお読みください。 
• 本取扱い説明書は安全な場所に保管しておいてください。   
• 全ての警告事項を守ってください。 
• 本取扱い説明書の指示に従って使用してください。    
• 本製品を水気のある場所で使用しないでください。   
• 汚れた場合には乾いた布で拭いてください。
• 製品の換気孔を塞がないでください。 取扱い説明書の指示に従ってインストールしてください。
• 本製品をラジエーター、暖房機器、ストーブなどの熱源、およびその他の熱を発生させる機器（アンプを含む）の近くに置かないでください。
• 本製品は保護接地接続（アース）を使用して壁コンセントに接続してください。
• 分極プラグ、接地プラグの安全性を無効にしないでください。 分極プラグには2本の先端部があり、一方がもう一方より幅広くなっています。 接地プラグには2本の先端部に

加え、接地突起があります。 幅広いほうの先端部および接地突起は安全のためにつけられています。 付属のプラグがコンセントに合わない場合はお近くの電気店等にお問
い合わせください。

• 電源コードを踏んだり、挟んだりしないようご注意ください。特にプラグやコンセント付近、機器から出ている部分のコードにご注意ください。
• 弊社指定の付属品やアクセサリー以外のものは使用しないでください。 
• 弊社指定もしくは機器に付属しているもの以外のカート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルは使用しないでください。 またカートを使用する際、転倒等による怪我を避け

るため、カートと機器の同時取扱いにご注意ください。
• 雷雨や嵐の場合、もしくは長期間使用しない場合は機器のプラグを抜いてください。
• 製品に問題がある場合には弊社までお問い合わせください。 電源コードやプラグの損傷、水などの液体がかかった、物が製品上に落下した、製品が雨や湿気にさらされた、

異常な動作をする、製品を床に落としたなどが原因で故障した場合にはサポートサービス・修理が必要です。
• 本製品を水滴や水しぶきにさらさないでください。また花瓶などの液体が入っている物体のそばに置かないでください。
• 警告：火災や感電を防ぐため、本製品を雨や湿気にさらさないでください。
• 接続切断デバイスとして電源接続器を使用しているため、接続切断デバイスはすぐに使用可能な状態となっています。
• 以下のAC電源にのみ接続可能です： 100/120V 220/240V 50/60Hz（電源装置の電圧によります）。
• 長時間にわたり大音量で音を聞き続けると回復不可能な難聴や聴力低下などの原因となる場合があります。 常に「安全な音量」を心がけるようにしてください。
• 本製品が以下のような原因で故障した場合にはサポートサービス・修理が必要です。

• 電源コードやプラグの損傷 
• 水などの液体がかかった、物が製品上に落下した　 
• 製品が雨や湿気にさらされた　    
• 製品を床に落とした、内部が破損した
• 異常な動作をする、パフォーマンスが著しく変化した



Apple, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadは、Apple Inc.の商標です。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

StageScape M20d へようこそ
StageScape M20dをお買い上げいただきありがとうございます。ライブ・サウンド・ミキシングにおける、全く新しいパラダイムが実現します。タッチスクリーンによるビジュ
アル・ミキシング環境を搭載したStageScape M20dは、直感的で完成されたソリューションを提供し、優れたパフォーマンスに不可欠な素晴らしいライブ・サウンドのミッ
クス・プロセスを効率的に促進します。DSPの壮大なパワーは、全てのチャンネルに総合的でプロフェッショナルなオーディオ・プロセッシングを提供します。1台または
複数台のiPad® によって管理できるマルチ・チャンネル・レコーディングに加え、新しい32bit浮動小数点のオーディオ・クオリティを備えるStageScape M20dは、ライブ・
サウンドのミックスの理想なソリューションです。（M20dリモート・アプリケーションは無料です。iPad® および USB WiFiアダプターは同梱されません）

M20dユーザー・ガイド
本ユーザー・ガイドはM20dの基本的な概念、特徴および機能を説明します。M20dの機能や操作、WiFiの設定、レコーディング・メディアの詳細については www.line6.
jp/manualsからStageScape M20dアドバンス・ガイドをダウンロードしてください。また、オンラインでM20dのユーザー登録を行うことができます。ユーザー登録により、
M20dにトラブルが生じた場合に製品保証を受けられるほか、特別オファーやコンテストなどの対象にもなります。

M20d の内蔵ヘルプ
M20dのソフトウェアには内蔵のヘルプが備わっており、M20dの設定をサポートするクイック・スタート・チュートリアルが含まれています。内蔵ヘルプにアクセスするには、タッ
チスクリーンの右上にあるINFOボタン（本ユーザーガイドの5ページ「トップ・パネル・コントロール」 項目11）を選択してください。次にインフォ・ウィンドウ内のビュー・ヘル
プをタッチするとスクリーンに必要な情報が表示されます。

ビジュアル・ミキシング
M20dのビジュアル・ミキシング（視覚的なミキシング）環境はセットアップ・モードとステージ・ビューから始まります。I/Oパネルのオートセンス機能付きXLRおよび1/4イ
ンチ・ジャックに接続するか、タッチスクリーンのステージ・アイコン・ギャラリー内のステージ・アイコンを選択してオーディオのインプットを設定すると、タッチスクリーンの
ステージ内にM20dのセットアップが自動的に設定され視覚的に表示されます。これにより、機材のアイコン名や配置を実際のバンドのステージ・セットアップと同じになる
よう変更できるため、ライブ・サウンドのミックスを非常に直感的に調整できるようになります。

M20dのオーディオ・アウトプットに接続することで、ステージ上のモニターやステレオのメイン・スピーカーも自動的に設定されます。また各チャンネルのモニターのセンド・
レベル、チャンネルのレベル、パン、ミュート、ソロなどもタッチスクリーンのソフトウェアを使って簡単に調整することが可能です。TWEAKモードでは、全てのチャンネルの様々
なパラメーターを調整できるほか、X-Y Tweak Padを使用してFXのセッティングを細かく調整できます。また深い階層で各FXのパラメーターを詳細に調整することも可能
です。

12個のハードウェア・エンコーダーは現在アサインされている機能により色分けされており、様々なパラメータを管理するためにユーザーがカスタマイズすることができます。
全てのチャンネルにマルチバンド・フィードバック・サプレッサーが備えられており、4つのマスター FXエンジンは各チャンネルにおけるFXの可能性を広げます。また、WiFi
経由のiPad® でタッチスクリーン・ソフトウェアの全ての機能を管理し、M20dの持つ革新的な視覚的ミキシングをさらに前進させることもできます。



M20d の特徴

• 12 基のハイ・パフォーマンス、デジタル制御、オートセンス機能付きのマイク／ライン・コンボ・インプット（XLRまたは1/4インチ）

• オートセンス機能付きの4つのライン・インプット

• コンピューター、USBドライブ、SDカードから直接読み取れる2デジタル・ストリーミング・インプット

• MP3プレイヤーやその他の音源を統合するステレオ・ライン・インプット

• バランスXLRコネクターに4つのオートセンス機能付きモニター・アウトプット

• バランスXLRコネクターに2つのオートセンス機能付きメイン・アウトプット

• L6 LINK対応のスピーカー・システムを統合するL6 LINKマルチ・チャンネル・デジタル・ネットワーキング

• FXの様々なパラメーターを調整するX-Y Tweak Padを含む、7インチのタッチスクリーンによるビジュアル・ミキシング環境

• オプションのWiFiアダプターを使用した、1台または複数のiPad® によるリモート・コントロール

• コンピューター、USBドライブ、SDカードへのマルチ・チャンネル・レコーディング

• パフォーマンス・サウンドチェックのため、内蔵メモリーへのクイック・キャプチャー・レコーディング

• 32bit浮動小数点のオーディオ・プロセッシング

• パラメトリックおよびダイナミックEQ、ゲート、ディレイ、リミッター、マルチバンド・コンプレッサーなどを提供する壮大なパワーのDSP

• 各マイク・インプットにマルチ・バンド・フィードバック・サプレッサー

• リバーブ、ディレイ、ボーカル・ダブラーなどを提供する4つのステレオ・マスター FXエンジン

• I/Oのセットアップ、シーン、チャンネル・プロセッシングなどのプリセットをほぼ無限大にセーブおよびロード可能

Apple, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadは、Apple Inc.の商標です。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。



トップ・パネル・コントロール



1. タッチスクリーン−フルカラーのタッチスクリーンでM20dを自在にコントロールすることができます。

2. マルチ・ファンクション・エンコーダー−12個のプッシュ・ノブはアクティブの場合に点灯し、現在割り当てられている機能によって色や明るさが変わります。チャンネル・
ボリューム、モニター・ボリューム、エフェクト・セッティングなどの画面の下部のパラメーターを調整します。

3. マスター・ボリューム−このハードウェア・エンコーダーはM20dの全体のアウトプット・レベルを調整します。

4. ミュート・マイク・ボタン−MUTE MICSを押すと全てのマイク・インプットがミュートされます。さらに一つまたは複数のインプットのミュートを解除できます。例えばバ
ンドの休憩中において、アナウンスなどのために一つだけマイクをアクティブにしたい場合に便利です。

5. ミュート・オール・ボタン−MUTE ALLを押すと、モニター・アウト、メイン・アウトおよび L6 LINKで接続されているスピーカー全てに送られているオーディオがミュート
されます。ヘッドホン・アウトプット用のオーディオはミュートされません。

6. セットアップ・ボタン−SETUPを押すと、インプットやアウトプットの設定、およびステージ・アイコン・ギャラリーにアクセスできます。

7. TWEAK ボタン−TWEAKを押すと現在 M20dのステージ上で選択されているアイコンのトーンやエフェクトのセッティングなど深い階層のパラメーターを調整することが
できます。

8. レコード・ボタン−RECORDを押すと演奏を録音するためのコントロールにアクセスできます。M20dはメイン・ミックスに加え16チャンネルまで録音することが可能です。

9. モニター・ボタン−モニター・ミックス・モードに入るにはMONITORを押してください。このモードでは全てのチャンネルのステージ・モニターの送信レベルを調整する
ことが可能です。

10. パフォーム・ボタン−パフォーム・モードに入るにはPERFORMを押してください。このモードは演奏中に誤って変更してしまわないように様々な操作を「ロック」します。

11. インフォ・ボタン−M20dがオンの状態でタッチスクリーン右上の INFOボタン i に触れるとインフォ・ウィンドウが開き、内蔵のヘルプ・システム、クイック・キャプチャー、
システム・セッティングなどの機能にアクセスすることができます。前述のように、ビュー・ヘルプ・アイコン ? を選択するとM20dのセッティングをサポートするクイック・
スタート・チュートリアルにアクセスすることができます。



インプット/ アウトプット・パネル接続

12. マイク/ライン・インプット−マイクやライン・レベルの機材をこの12個のコンボ・インプット（XLRまたは1/4インチ）に接続してください。マイクにファンタム電源が必
要な場合は、タッチスクリーン・ソフトウェアを操作することで、各列の6つのインプットに48Vファンタム電源を供給することができます。各インプット・ジャックは接
続されているのが XLRなのかライン・インプットなのかを自動的に感知し、それに応じてタッチスクリーン・ソフトウェア上のステージにマイクまたはライン・インプット
のアイコンを、そして各インプットにはコントローラー・ストリップを表示させます。このコントローラー・ストリップは従来のミキサーのチャンネル・ストリップとよく似て
おり、各チャンネルのゲイン・レベル、エンコーダー・ポジション、ミュート、ソロ、録音待機ボタン（使用しているモードに応じて）、チャンネル名を表示します。コントロー
ラー・ストリップは、12のハードウェア・エンコーダーに合わせて6×2列でタッチスクリーンの下部に表示されます。

13. ライン・インプット−キーボード、DJミキサー、ドラム・マシン、ギター・モデラーなど1/4インチのライン・レベルの機材をこちらに接続してください。ライン・インプッ
トにはオートセンサーが付いているため、ジャックが接続されるとタッチスクリーン・ソフトウェア上のステージにライン・インプットのアイコンおよびコントローラー・ス
トリップが表示されます。

14. モニター・アウトプット−このXLRアウトプットをアナログのパワード・ステージ・モニター・スピーカーに接続してください。これらのジャックにはオートセンサーが付い
ているため、モニターが接続されるとタッチスクリーン・ソフトウェア上のステージにモニターのアイコンおよびコントローラー・ストリップが表示されます。

15. メイン・アウトプット−ステレオ・ミックスを聞くには、このXLRアウトプットをアナログのパワード・メイン・スピーカーに接続してください。メイン・アウトの全体のレベ
ルはトップ・パネルのマスター・ボリュームでコントロールします。



16. ヘッドホン−1/4インチ・ステレオ・ヘッドホンをここに接続してください。ヘッドホンの音量は隣にある専用のヘッドホン・ノブで調整します。最初は低いレベルにし、
音量が足りなかったらボリュームを上げるという「安全な音量」の習慣を必ず守るようにしてください。

17. フットスイッチ・インプット−ラッチまたはノンラッチのフットスイッチを2つまで接続することができます。フットスイッチのコントロール設定はタッチスクリーン・ソフト
ウェアからアクセスできます。

18. USB PC−このUSBジャックをコンピューターに接続し、ご使用のレコーディング・ソフトウェアへのダイレクト・レコーディングおよびプレイバックをすることができます。
詳細は www.line6.jp/manuals にてM20dアドバンス・ガイドをダウンロードしてください。

19. USBホスト−USB 2.0のハード・ディスク・ドライブをここに接続すると、M20d内蔵のレコーディングおよびプレイバック・ソフトウェアを使用してマルチチャンネルのオー
ディオ・セッションのレコーディングおよびプレイバックをすることができます。また、USBストレージにM20dプリセットのセーブおよびロード、MP3および WAVファ
イルを保存し、バッキング・トラックやセットチェンジの際のBGMとして使用することもできます。iPad® でリモート・コントロールする場合は、ここにWiFiアダプターを
接続してください。

 注：全てのWiFiアダプターと互換性があるわけではありません。互換性に関してはwww.line6.jp/manualsに用意されるM20dアドバンス・ガイドをご覧ください。

20. Auxインプット−MP3プレイヤー、携帯 CDプレイヤー、モバイル機器のアウトプットを接続するための、1/8インチ（ミニ端子）インプットです。オートセンサーが付い
ているため、ジャックが接続されるとタッチスクリーン・ソフトウェア上のステージにAuxインプットのアイコンおよびコントローラー・ストリップが表示されます。

21. L6 LINKTM−L6 LINKに互換性がある製品同士をつなぐ、独自のパワフルなリンク機能を提供します。大変分かりやすく、信頼性があり、ケーブル一本で接続すること
ができます。M20dの場合、L6 LINKで接続されているスピーカーを連結することができるため、全ての製品が同期され、M20dをマスターとしてそれぞれ相互に通信
することが可能です。

22. SDカード・スロット−高速のハイクオリティなSDメモリー・カードを差し込むことで、M20d内蔵のレコーディングおよびプレイバック・ソフトウェアを使用してマルチチャ
ンネルのオーディオ・セッションのレコーディングおよびプレイバックをすることができます。USBドライブと同様に、SDカードにM20dプリセットのセーブおよびロード、
M20dでのプレイバック用にMP3および WAVファイルを保存することができます。SDカードの速度、クラス、フォーマットに関してはwww.line6.jp/manualsに用意さ
れるM20dアドバンス・ガイドをご覧ください。

Apple, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadは、Apple Inc.の商標です。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。



クイック・スタート・チュートリアルの概要
以下はM20dのソフトウェア・クイック・スタート・チュートリアルの内容の概要です：

セットアップ・モード
•  SETUPを押してセットアップ・モードに入り、マイク・インプット#1にダイナミック・マイクを接続してください。チャンネル1にアサインされた一般的なマイクのア

イコンが自動的にステージに表示されます。チャンネル1のコントローラー・ストリップも自動的に表示されます。有効なマイク接続があることを示すため、I/O
パネルのマイク・インプット#1のXLRジャックのイメージが反転表示されます。

•  メイン・アウトLへパワード・メイン・スピーカーを接続してください。有効なメイン接続が存在することを示すため、I/OパネルのXLRジャックのイメージが反
転表示されます。

•  ステージ上の一般的なマイクのアイコンを「女性ボーカル」のアイコンに変更してください。まず一般的なマイクのアイコンを選択し、ステージ・アイコン・ギャラリー
から女性ボーカルのアイコンを選択すると、ステージ上で女性ボーカルのアイコンが一般的なマイクのアイコンに置き換えられます。

パフォーム・モード
•  PERFORMを押してパフォーム・モードに入ります。コントローラー・ストリップは長くなり、各コントローラー・ストリップにミュート・ボタンが表示されます。

•  ハードウェア・エンコーダー #1をまわして女性ボーカルのマイク・レベルを調整します。ハードウェア・エンコーダーは、女性ボーカルのコントローラー・ストリッ
プ#1に合わせて同じ色で表示されます。マイク・レベルを調整するとコントローラー・ストリップはそれを動的に表示します。コントローラー・ストリップのミュー
ト・ボタンに触れるとボーカルはミュートされ、再度触れるとミュートが解除されます。

TWEAKモード
• ステージ上の女性ボーカルのアイコンを選択し、TWEAKを押すとTWEAKモードに入り、女性ボーカルのチャンネルのFXの設定が表示されます。

• 「トーン」FXタブを選択します。トーンのX-Y Tweak Padがスクリーンに表示されます。

• X-Y Tweak Pad 上で指を右上に滑らすと女性ボーカルのサウンドが明るくなります。

• ハードウェア・エンコーダー #1をまわし、女性ボーカルのパンを変える事ができます。ハードウェア・エンコーダー #1はパンに合わせて同じ色で表示されます。

アドバンスドTWEAK
• TWEAKモード内で「アドバンスドTWEAK」ボタンを触れると、アドバンスドTWEAKのFXのパラメーターが表示されます。

• 「EQ」のFXタブを選択し、同色で表示されている関連したハードウェア・エンコーダーを調整してハイ・フィルターを調整します。

• 同色で表示されている関連したハードウェア・エンコーダーを調整してロー・フィルターを調整します。

インプット・トリム
• 手動で女性ボーカルのインプット・トリムを調整します。

• オート・トリムを作動させます。オート・トリムについてはクイック・スタート・チュートリアルで詳しく説明します。



フィードバック・サプレッサー
• 女性ボーカルのチャンネルのフィードバック・サプレッサーを作動させます。

• フィードバック・サプレッサーの種類をボーカル・マイクに設定します。

モニター・ミキシング
• セットアップ・モードに入り、モニター・アウトAへモニターを接続します。ステージにモニター・スピーカーのアイコンとコントローラー・ストリップが表示されます。

•  MONITORを押してモニター・ミックス・モードに入ります。女性ボーカル・チャンネルのモニター・センド・レベルを調整するには、まずステージのモニター・ア
イコンを選択し、女性ボーカル・チャンネルのハードウェア・エンコーダーをまわします。エンコーダーを調整することでモニター・レベルが調整されます。

レコード・モード
• RECORDを押してレコード・モードに入ります。録音用のトランスポートが表示され、全てのインプットに録音待機ボタンが表示されます。

•  USB 2.0のハード・ディスク・ドライブなどの高品質なストレージ・ディバイスをM20dのUSBホスト・コネクター（本ユーザーガイドの8ページ項目19を参照）に
接続し、女性ボーカルのチャンネルを録音可能にして、Recordを押してボーカルのオーディオを録音してください。

• 録音を終了し、演奏をプレイバックしてください。オーディオが再生されている間にチャンネルのセッティングを調整してください。

ステージ・ビューを構築する
• セットアップ・モードに入り、ステージ・アイコン・ギャラリーからステージへアイコンをドラッグし、インプットを増やしてください。

• 機材のアイコンの配置を、実際のバンドのステージのセットアップと同じように変更します。

• アイコンの名称をバンドのメンバーの名前に変更します。

クイック・キャプチャー
•  タッチスクリーンのインフォ・ボタンに触れるとインフォ・ウィンドウが開きます。クイック・キャプチャー・ボタンを押すと、クイック・キャプチャーのコントロー

ルが表示されます。

•  Recordを押すことにより、M20dの内蔵メモリーに20 秒までのオーディオをキャプチャーすることができます。再生すると連続的にループします。止めるには
Stopを押します。

その他
• プリセット、シーン、ユーティリティ、L6 LINKシステムなどもクイック・スタート・チュートリアルに含まれています。




