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STAGESCAPE M20d
20-Input Smart Mixing System for Live Sound

StageScape™ M20dは、ライブ・サウンド向けに開発された世界初のスマート・ミキシ
ング・システムです。革新的なタッチスクリーン・ビジュアル・ミキシング環境を採用した
StageScape M20dによりミックスの方法が体系化され、クリエイティブなことに集中
したまま、サウンドを素早く設定できます。

膨大なDSPパワーを搭載するため、各チャンネル上で、マルチバンド・フィードバック・
サプレッションなどプロフェッショナルなオーディオ・プロセッシングを実行可能。ピュ
アなオーディオ・クオリティがステージのパフォーマンスにも影響を発揮する上、コン
ピューターの有無を問わずに実行できるマルチチャンネル・レコーディング機能により、
リハーサルやショーを簡単にキャプチャー可能。その上、ステージ上や客席から複数の
iPad® ディバイスを使用してシステム全体をコントロールできます。

StageScape M20dは素晴らしいライブ・サウンドを提供する統合プロフェッショナル・
ミキシング・システムであり、最も重要な“パフォーマンスそのもの”へ集中できます。

● タッチスクリーン方式のビジュアル・ミキシング環境

● iPad® ディバイスを使用してリモート・コントロール

● SDカードやUSBドライブ、コンピューターへマル
チチャンネル・レコーディング

● 全チャンネルにプロクオリティのダイナミクス、EQ、
エフェクトを搭載

● Line 6 StageSource™スピーカーへL6 LINK™ 
デジタル・ネットワーキング
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製品に関するお問い合わせ先

ティアック株式会社 タスカム カスタマーサポート
TEL: 0120-152-854  （一般電話から） / 042-356-9137  （携帯・PHSから）
FAX: 042-356-9185
受付時間：10:00 ～12:00 / 13:00 ～17:00  （土・日・祝日・弊社休業日を除く）

www.tascam.jp/inquiry/index.php  （タスカム お問い合せページ）

タッチスクリーン方式のビジュアル・ミキシング環境
StageScape M20dは分かりやすい7インチの抵抗型タッチスクリーン・インターフェー
スを採用しており、素晴らしいサウンドを実現するプロセスを体系化し、より素早く実行
可能とします。タッチスクリーン内のステージ上に、各演奏者や入力、モニター出力など
を体現するアイコンがディスプレイされ、基本的な調整からディープなエディットまで、あ
らゆるパラメーターへアクセスできます。

iPad® を使用して、どんな場所からもコントロール
1台または複数のiPad® ディバイスを使用して、ステージ上から個々のモニター・ミックス
を設定したり、客席からFOHミックスを調整したりすることも可能。どんな場所からもフ
ルコントロールを行えます。

プロフェッショナルなクオリティのダイナミクスやEQ、エフェクトを全
チャンネルで使用可
StageScape M20dは、カスタム制作されたフルパラメトリックEQやダイナミックEQ、
フィルター、スタンダード＆マルチバンド・コンプレッション、リミッター、ゲート、ディレイ
などを各チャンネルで使用できます。100種類以上ものプロフェッショナルなオーディ
オ・プロセッサーを活用することで、完璧なミックスを創造可能です。

L6 LINK™ によるデジタル・ネットワーキング
StageScape M20dとStageSourceスピーカーは、システムを認知するコンポーネン
ト、自己コンフィギュレーションなどを実現しており、インテリジェントなライブ・サウン
ド・エコシステムを掲載します。

マルチチャンネル・レコーディング
StageScape M20dはレコーディングを非常に簡単に行えるようデザインされており、
いつでもどこでも、コンピューターが無くても実行できます。M20dは、SDカードや
USBドライブへ、またはダイレクトにMac® やPCへ、ハイレゾな24-bit WAVフォーマッ
トでレコーディングを行います。

オートセンス機能搭載の入出力
ソロ・パフォーマンスからフル・バンドでのショーまで、ギグ向けのセットアップを素早く
簡単に実行できます。StageScape M20dは、ケーブルを接続すればマイクやラインの
入力が即座に有効となり、ダイナミクスやEQ、エフェクトやルーティングを含めてカスタ
マイズされたチャンネル・ストリップが自動的に設定されます。

クイック・キャプチャー機能によるサウンド・チェック
StageScapeは、ドラム・サウンドやギター、ボーカルやバンド全体のサウンドを素早く
設定できるよう、ボタンを押すだけで内部メモリーへ最大20秒のレコーディングが可能
です。

4系統のステレオ・マスター・エフェクト
 4系統のマスター・ステレオ・エフェクト・エンジンを搭載しており、ピュアなスタジオクオ
リティのリバーブやディレイ、ボーカル・ダブラーなどが提供されます。

入出力
● システム・タイプ: 20入力ライブ・サウンド・デジタル・ミキサー
● マイク入力: デジタル制御＆オートセンス機能搭載ハイパフォーマンス・マイクプリ   
x 12 （+48V切替可）

● ライン入力: オートセンス機能搭載ライン入力 x 16 （うち12はコンボ端子）
● デジタルストリーミング入力: ダイレクト・デジタル・ストリーミング入力 x 2 （コン
ピューター、USBドライブ、SDカード）

● ステレオ入力: MP3プレイヤーやその他のソースを統合するステレオ・ライン入力
● モニター出力: オートセンス機能搭載モニター出力 x 4 （XLR端子）
● メイン出力: オートセンス機能搭載L+Rメイン出力 （バランスXLR端子）
● Pad （入力/出力）: 12dB （-10dBu to +4dBu）
● デジタル・ネットワーキング: L6 LINKマルチチャンネル・デジタル・ネットワーキン
グ （L6 LINK対応スピーカーを統合）

コントロール＆レコーディング
● タッチスクリーン: オンボード7インチ抵抗型タッチスクリーン・ビジュアル・ミキシ
ング環境

● リモート・コントロール: 最大4台のiPad® ディバイスで独立リモート・コントロール
可能*

● WiFiネットワーキング: USB WiFiアダプターによるWiFiホスト機能
● チャンネル・グループ: 複数チャンネルを1台のエンコーダーへグルーピングしてボ
リューム・コントロール可能

● レコーディング: コンピューター、USBドライブ、SDカードへマルチチャンネル・レ
コーディング

● クイック・キャプチャー : サウンド・チェック用に内部メモリーへ“クイック・キャプ
チャー”レコーディング

プロセッシング
● プロセッシング: 内部32-bit浮動小数点オーディオ・プロセッシング
● コンバーター : 24-bit, 48kHz
● チャンネル・オーディオ・プロセッシング: パラメトリックEQ、ダイナミックEQ、マル
チバンド・コンプレッサー、ゲート、リミッター、モジュレーションなど

● フィードバック・サプレッション: 全マイク入力にマルチバンド・フィードバック・サプ
レッション機能搭載

● エフェクト・エンジン: ステレオ・マスター・エフェクト・エンジン （リバーブ、ディレ
イ、ボーカル・ダブラー）

● メモリー: I/Oセットアップ、シーン、チャンネル・プリセットを、ほぼ無制限に作成可能
● USBバックアップ: セットアップ、シーン、プリセット等をUSBスティックやSDカー
ドへバックアップ

特徴

スペック
周波数特性: 20Hz-20kHz ± 0.2dB 1

最大レベル入力 （XLR /コンボ端子）:  +15dBu

SN比 （XLR /コンボ端子）:  -113dB 2 

THD+N （XLR /コンボ端子）:  <0.006% （1kHz @ +0dBu）, <0.02% （1kHz @ +15dBu）

CMRR （XLR /コンボ端子）:  47dB-63dB 

最大レベル入力 （¼”フォーン/コンボ端子）: +28dBu （with 12dB pad）

SN比 （¼”フォーン/コンボ端子）:  -114dB 2 

THD+N （¼”フォーン/コンボ端子）: <0.006% （1kHz @ +0dBu）, <0.02% （1kHz @ +28dBu）

CMRR （¼”フォーン/コンボ端子）: 47dB -63dB

最大アナログ・ゲイン （コンボ端子）: 60dB

最大レベル入力 （¼” フォーン・ライン入力）: +21dBu （with 12dB pad）

SN比 （¼” フォーン・ライン入力）:   -109dB 2

THD+N （¼” フォーン・ライン入力）:   <0.006% （1kHz @ +0dBu）, <0.03% （1kHz @ +21dBu）

CMRR （¼” フォーン・ライン入力）:   -70dB

最大レベル出力 （メインL/R）:  +21dBu

SN比 （メインL/R）: -117dB 3

最大レベル出力 （モニター出力）: +20dBu

SN比 （モニター出力）:  -114dB 3

外形寸法・本体重量:  120（H） x 406（W） x 337（D） mm / 5.5kg

0dBu = 0.775Vrms Unloaded (>100k) 1 source impedance: 600Ω, level: 15dBu (just before clipping) 
Mic XLR input. 2 Measured at main o/p (entire signal chain) with 22Hz HPF, 22kHz LPF,  A-Weighted.
3 Measured with internal oscillator, DAC & o/p circuitry. with 22Hz HPF, 22kHz LPF,  A-Weighted.

* iPadは、Apple Inc.の商標です。iPadによるリモート機能を使用するには、Apple USB Ethernetアダプタ経由で
市販のWiFiルーター（DHCP対応機種）へ接続する必要があります。


