
 

Quick Start Guide 

操作の手引き 

ようこそ  
この度はタックシステム社製品「cymatic audio社　uTrack 24」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書では、本製品をご利用頂く為の導入方法をご説明します。各種機能や詳しい情報は、弊社HP tacsystem.com>サポー
トサービス>ダウンロード>Cymatic Audio内をご参照頂くか、直接CymaticAudio.社ホームページ cymaticaudio.com/
downloads をご参照ください。 
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1. 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 

2. UTRACK 24パネル 

UTRACK 24フロントパネル 

名称 概要
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。

2. フロントパネル液晶ディスプレイ この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。

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押します。録音中に再生ボタンを押すと、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。 

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
ましてはユーザーマニュアルのドキュメントの“フットスイッチ”の項をご参照ください。
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UTRACK 24リアパネル 

 

名称 概要
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せず)

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。 

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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3. 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。 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。 

4. 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： 
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。 
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。 
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。 
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. 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）。 

6. 録音と再生の手ほどき 

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。 
!  使用するUSBドライブがオーディオ録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。 
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2. 録音を開始 

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。  

3. 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。 

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。  
 •○ 緑: -30dB  
 •○ 黄: -6dB  
 •○ 赤: オーバーロード 

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。 

7. 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。 

名称 概要
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。

 ページ  /                                                                                                                                    5 8



   操作の手引き                                                                                                        

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。 

ミキサーディスプレイのパラメーター 
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： 

8. uTrack24のマルチチャンネルオーディオをDAWへ転送 

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。 

9. DAWからuTrack24へのオーディオの転送 

WavToolとPlaylist Editor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： 

名称 概要
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。
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• 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。 

10.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。 

11.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： 

名称 概要
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。

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。

名称 概要
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。
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12.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。 

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 
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  

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 
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 

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 
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: 
• iPad® 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 

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。

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。

名称 概要
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