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本製品を安全にお使いいただくために

注意

感電の恐れがございますので、本製品のユニットのカバーやリアパネルは開けないで下さい。

お使いいただくために

以下に書いてある、指示をお守りください。

換気に関して：

換気口を塞がないでください。設置する場合は、換気が適切に行う事が出来る場所をお選びください。

熱に関して：

本製品を火・高熱を発する物に近づけないでください。

電源に関して；

本製品は適切な電圧でご使用いただきますよう、電圧をご確認の上ご使用ください。

接地について：

正しい極性でお使いください。

電源ケーブルの保護：

電源ケーブルは、過酷な状況下にも置かれると思われますが、破損を回避するためにも、摩擦や押し潰
れるなどといった事に注意して下さい。

お手入れ：

本製品は柔らかい布で拭いてください。腐食剤等は、お使いにならないでください。

長期保存に関して：

本製品を長い間使わない場合は、電源コードを抜いてください。

以下の場合、専門の方にご依頼・お問い合わせください。

• 電源ケーブルが破損した場合
• 液体が本製品にかかった場合
• 本製品に雨がかかった場合
• 製品の機能が明確に低下した場合
• 製品が破損した場合
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はじめに

ご購入いただいた皆様へ

まずはじめに、PM-8をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。私たちは、皆様が満足出来
る製品を開発する事に成功しました。デジタルレコーディングの時代は、トラッキング、編集、マスタリ
ングにとても便利な機材を生み出しました。しかしこれらは時々私たちを、音質の点ででがっかりさせ
られてしまいます。多くのレコーディングエンジニアはオーディオのデジタル化は、ミキシングを脅威に
さらすと考えました。
多数のオーディオトラックは共通のアウトプットに出力され、ほとんどのマルチトラックセッションは、
ステレオ2チャンネルにまとめられます。デジタルワークステーションが、ソフトウェアによってミキシ
ングされる一方、アナログミキシングは、アウトボードのミキシングコンソールでミキシングされてき
ました。多くのレコーディングエンジニアは、明瞭さ、パンチ、高解像度、ファイナル・ミックスダウン
においてディザー処理なしのハイサンプル・レートでトラック処理をすること、 ミキシングにおいてよ
りよいイメージングとより広いヘッドルームを持つこと、などによってアナログミキシングをデジタルミ
キシングより優れていると考えています。
PM8はデジタルワークステーションの8つの音声信号をパッシブでミキシングしステレオ2チャンネルに
まとめる事を目的とした、スタンドアローンユニットです。3つのアウトプットのうち2つのアウトプッ
トは+24db出力、そしてもう1つのアウトプットは、純粋なパッシブアウトプットを搭載し、思い通りに
音量を変える事が可能です。PM8に取り付けられている、パン・ミュート・ボリュームを操作する事
で、アナログコンソールの音だけでなく、デジタルエフェクトをイメージさせる事も可能です。どちらに
せよ、とてもシンプルです。
PM8の安全性、操作手順を理解していただくためにも、このマニュアルをよくお読みください。
私たちは、PM8を気に入っていただけると願っていますが、PM8を使っていなかった時のミックスをリ
ミックスしなければならなくなったとしても、私たちを非難しないでください！

PM8の主な機能

PM8はプロフェッショナルマルチチャンネルパッシブミキサーです。
• 8チャンネル パッシブミックスバス
• 8チャンネル TRS//XLRコンボインプット
• 1チャンネル 25ピンD-subインプット
• 8チャンネル ボリュームコントローラー
• 8チャンネル ミュートスイッチ
• 8チャンネル パンコントローラー
• 2チャンネル ステレオミックスコントローラー
• 2チャンネル ステレオアウトプット（+24db）
• 1チャンネル ステレオパッシブアウトプット（ゲイン調整不可）
• 1チャンネル グランドピン

極端にゲインをあげると、耳及び、ヘッドフォンにダメージを与える可能性があり
ます。電源を入れる前に、LEVELコントロールを下げてください。
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1.イントロダクション

PM8は自宅・スタジオであっても、要求を満たす事の出来るマルチチャンネルパッシブミキサーです。
この頑丈な2Uのラックは、8チャンネルのオーディオをステレオ2チャンネルにまとめる事を可能にしま
す。それぞれの入力チャンネルは、パン、ミュート、ボリュームを個々に設定する事が出来ます。
リアパネルには、8チャンネルのTRS//XLRコンボインプット及び、ステレオ3チャンネルのXLR出力が
配置されています。さらに、25ピンD-subコネクタは、TascamやDigidesignのシステムから直接接続
する事が可能です。

2.設計

2.1高品質コンポーネント及び設計

SM ProAudioは、回路設計妥協を許しません。全てのSM ProAudioの製品は、開発から製産まで弊社
で一貫した業務体制を整えています。

2.2インプット及び、アウトプット

インプット及びアウトプットは、徹底した品質を管理しているため、外部のシャーシと確実に繋がる事
を保証します。

3.設置

SM ProAudio PM-8は、強い衝撃から保護するために、工場にて丁寧にパッケージングされています。
しかし、輸送の際に破損している場合もあるため、商品が到着した際には、ご自身で製品を見ていただ
く事をお勧めします。

もし製品が破損していた場合、ディーラーに連絡の方お願いします。

3.1同梱物に関して

• PM8本体
• 電源ケーブル
• オペレーションマニュアル

3.2ラックマウントに関して

SM ProAudio PM-8は、デスクトップ上に置く事が可能です。しかし、ラックマウントされる事が最も
良い選択でしょう。
まず、PM-8をラックマウントする前に、ラック内のケーブル（電源も）抜いてください。
頑丈なラックマウントの耳は、PM-8のフロントパネルの各横に存在しますl。
PM-8をラックにマウント後、ラックマウントボルトで安全に固定してください。
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換気が適切に行う事が出来る場所をお選びください。換気が適切に行う事が出来
ていれば、最高のパフォーマンスと耐久性が保証されます。上下に1Uの空きをつ
くる事は、とてもいい選択といえるでしょう。

PM8 フロントパネル

3.3電圧と電源スイッチ

電圧

電源をPM-8に接続する前に、ローカル電源が適切であるか確かめてください。

PM8は、内部にオペレートするために適切な AC 110/115v ‒ AC 220/230/240vのパワーサプライ
を搭載しています。 リアパネルの左側の電源挿入口の電圧は、ユーザーの本線電源の電圧と一致するよ
うにしてください。115vまたは230vを使用する際は、ディップスイッチを指または、マイナスドライバ
等でスライドさせてください。本線をPM8に接続するためには、IEC電源ケーブルをPM8に3ピンコネク
ターに接続します。

パッシブアウトプットを使用する際には、電源は必要としません。パッシブアウトプットは、純粋な減
衰機です。主にパッシブアウトプットを使用した場合、パッシブ出力のアウトプットを、2-チャネルマイ
クプリアンプに接続します。
もし、PM8のメイクアップゲイン（Master1&2）を使用する場合には、電源は必要とします。

電源ボタンとLEDインジゲーター
電源ボタンは、PM-8のフロントパネルの右側にあります。PM-8の電源ON/OFFはここを操作する事で
可能にないます。LEDインジゲーターはONのときに点灯し、OFFの時は消灯します。

オーディオ機器を適切な順番で立ち上げる事は、ユーザーの耳、及びオーディオ機
器を保護する事につながります。レベル管理を理解する事及び、電源投入順序を
管理する事は、予期しないノイズを避けるためには有効です。信号の流れる準に機
材の電源を入れていく事は良い考えです。
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3.4オーディオ接続

PM8 リアパネル

アナログインプット-コンボコネクター・25ピンD-subコネクター
PM-8は、チャンネル入力オプションとして、8つのコンボコネクター（XLR & TS）及び、1つの25ピ
ンD-subコネクターを配備しています。あなたがお使いのデジタルオーディオワークステーションの出力
にあった、コネクタを選択し入力してください。

コンボコネクター
コンボコネクターは、XLRまたは、1⁄4” TRSコネクターに対応しています。

25ピンD-subインプット

25ピンD-subコネクタは、TascamやDigidesignのシステムに互換性を持っています。また、8チャンネ
ルのオーディオを直接インプットさせる事が可能です。この伝送はユーザーにとって、非常に便利になる
と考えています。単線で接続する事が可能なので、スタジオ内を整理するにはとても有意義なツールとな
るでしょう。

D-subの入力インプットは、コンボコネクターの入力を優先しますが、両方の入
力は同時に受け入れる可能性があります。両方の入力は同時に受け入れた際に
は、大きな入力を受け入れる事になるため、同時入力の際には、注意してくださ
い。

リンク接続

PM8は２台までリンクする事ができ、最大16チャンネルのインプットを受ける事が可能です。
もう１台のPM8のリンクを本機のリンクと接続してください。

アナログアウトプット-パッシブアウトプット、マスター１、マスター２
3つのステレオXLRを搭載しいています。
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パッシブアウトプット

パッシブアウトプットは、電子回路を通って音質が変わる事無い、純粋なパッシブアウトプットです。
パッシブアウトプットを使用すると、原音に対し20-30db小さくなるため、アウトプットを高品質なマ
イクプリアンプに繋ぐのが、ユーザーにとって最良の手といえます。

マスター1
マスター1アウトプットは、8チャンネルのインプットシグナルを合計したステレオバランスXLRです。
レベルの減衰によるシグナルロスを補うために、+24dbのメイクアップゲインが内部に取り付けられて
います。

マスター2
マスター2アウトプットは、8チャンネルのインプットシグナルを合計したステレオバランスXLRです。
レベルの減衰によるシグナルロスを補うために、+24dbのメイクアップゲインが内部に取り付けられて
います。

4.フロントパネル及びインジゲーター

4.1ボリュームコントローラー

各チャンネルに付き、完全独立した8チャンネルのボリュームコントローラーを搭載しています。0dbか
ら-40dbまで1db単位でコントロールする事が可能です。

4.2ミュートスイッチ

各チャンネルに付き、完全独立した8チャンネルのミューとスイッチを搭載しています。
LEDインジゲーターはミュートONのときに点灯し、ミュートOFFの時は消灯します。
これはシンプルで視覚的に解りやすいものとなっています。
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PM8を電源に繋いでいない場合は、ミュートスイッチの機能は引き続き機能しま
すが、インジゲーターは点灯しません。

4.3パンコントローラー

合計チャンネル内での定位感を設定します。左にノブを回せば、定位は左にいき、右にノブを回すと、
定位は右にいく、とてもシンプルな構造です。

4.4マスター1&2ボリュームアッテネーター

マスター1ボリュームアッテネーター
マスター1及び、パッシブアウトプットのボリュームアウトプットです。0dbから-40dbまで1db単位で
コントロールする事が可能です。

マスター2ボリュームアッテネーター
マスター２のボリュームアウトプットです。0dbから-40dbまで1db単位でコントロールする事が可能で
す。

5.アプリケーション

5.1一般的なPM8の使い方

必要な数のインプットは確実に接続してください

PM-8は、お使いのデジタルワークステーションから最大8つのシグナルをミックスし、2チャンネルに
まとめます。
PM-8では、XLRまたはTRSで1チャンネルずつ、もしくは、TascamやDigidesignに対応するマルチピ
ンアウトであれば、25ピンD-subコネクターで単線で8チャンネルをインプットする事が可能です。

必要な数のアウトプットは確実に接続してください

マスター1
マスター1のステレオ出力を、再度デジタルワークステーションなど（DAT,アナログレコーダー,コンバ
ーター）にインプットする事をお勧めします。理由としまして、マスター1のステレオ出力は、+24dbの
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メイクアップゲインが内部に取り付けられているので、機能としては完璧ですが、ボリュームコントロー
ルやミックスする行程にて、音量が下がっているからです。
マスター2
マスター2のステレオ出力を、再度デジタルワークステーションなど（DAT,アナログレコーダー,コンバ
ーター）にインプットする事をお勧めします。理由としまして、マスター2のステレオ出力は、+24dbの
メイクアップゲインが内部に取り付けられているので、機能としては完璧ですが、ボリュームコントロー
ルやミックスする行程にて、音量が下がっているからです。

パッシブアウトプット
全てのゲインデバイスの特性は個々に特色があり、PM-8のパッシブアウトプットは、その特色を損ねる
事無く出力します。必要な音量を増幅させるためにもユーザーは好みのプリアンプを選択下さい、
アウトプットを高品質なマイクプリアンプに繋ぎ、その後、デジタルワークステーションなど（DAT,ア
ナログレコーダー,コンバーター）に接続するのが最良の手といえます。

フロントパネルに搭載されている、マスター1のボリュームコントローラーは、マ
スター１及びパッシブアウトのアッテネーターとなっています。

チャンネルコントロール
チャンネルコントロールはとてもシンプルです。各チャンネルは、ボリュームレベル、パンコントロー
ル、ミュートスイッチが装着されており、これらを設定する事で目的の音を作ってください。

簡単なミックスダウンの例
まず、PC、Cubase、高品質な8チャンネルのD/A出力のオーディオインターフェイスがあると仮定して
みましょう。
そして現在、ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカルの16トラックを録音しているとします。
ミックスダウンする際に、あなたはCubase内でマスタートラックにミックスダウン、または、録音機器
（DAT,2トラックマスターレコーダー）などに最終ミックスを出力させてミックスダウンさせると思いま
す。
この方法ですと、ソフトウェア内でデジタル加算され、音に影響してしまう事になります。
オーディオトラックをグルーピングさせ、出力をPM8に入力する事で、デジタル加算をする事無くミッ
クスさせる事が可能です。

PM-8の入力ソースの提案：
アウトプット1&2-ドラム
アウトプット3&4-キーボード
アウトプット5&6-ギター
アウトプット7&8-ボーカル、ベース

すべてのドラムトラックはCubase内のステレオ出力のチャンネル1&2にパンニングする必要がありま
す。Cubese内で既にパンニングされているドラムトラックを、保持したい場合は、PM-8では1&2のパ
ンを振り切ってください。
 
すべてのキーボードトラックはCubase内のステレオ出力のチャンネル3&4にパンニングする必要があり
ます。Cubese内で既にパンニングされているキーボードトラックを、保持したい場合は、PM-8では
3&4のパンを振り切ってください。

すべてのギタートラックはCubase内のステレオ出力のチャンネル5&6にパンニングする必要がありま
す。Cubese内で既にパンニングされているギタートラックを、保持したい場合は、PM-8では5&6のパ
ンを振り切ってください。
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ボーカルトラックまたベーストラックはモノ出力のため、Cubase内のステレオ出力のチャンネル7&8内
でパンを互い違いになるように振り切ってください。これらのトラックはPM-8内のパンコントロールで
定位を変える事が可能です。

マスター1のアウトプットは、好みの２チャンネルを録音出来るシステムに接続してください。
マスター2のアウトプウトは、モニタリング用の機材に接続してください。

フロントパネルに搭載されている、マスター1&2のボリュームコントロールは、
録音システム、またはモニタリングに出力の音量を変える事が出来ます。独立して
いますので、もちろん録音システムに出力されている音量とは異なる音量で、モニ
タリングする事が可能です。

もし、PM-8内部の+24dbのメイクアップゲインを使用せずに、好みのプリアンプを使用する場合は、マ
スター１出力ではなく、パッシブ出力を使用します。パッシブ出力のアウトプットを、2-チャネルマイク
プリアンプに接続し、減衰した音量を補正後、 好みの２チャンネルを録音出来るシステムに接続してく
ださい。

ミックスダウンをし始めるには、PM-8で各チャンネルのバランスをとりおえた後、２チャンネルを録音
出来るシステムが受けられる適正なレベルに減衰させるために、マスター１のレベルを変更します。

PM-8によって、このようなミキシングを行った場合、Cubes内のデジタル加算が一部最小化され、多く
の専門家また、あなたは、音の違いに驚く事でしょう。

6.スペック

インプット
• インプットチャンネル：８
• コネクター：コンボ（XLR/TRS）・25ピンD-sub
• タイプ：バランス・アンバランス
• インプットインピーダンス：25K
• メインインプットレベル：+42db

アウトプット
• アウトプットチャンネル：6
• コネクター：XLR
• タイプ：バランス
• アウトプットインピーダンス：50Ωバランス
• ロードインピーダンス1300Ω
• 最大アウトプットレベル：+24db
• 許容周波数帯域及びレスポンス：20-100KHz 0.5db
• クロストーク：1kHz:-90db

電源
• タイプ:110v-230v

電源は、マスター1もしくはマスター2のメイクアップゲインを使用する際のみ、必要とします。もし好
みのプリアンプを使用する際は、電源を必要としない、パッシブアウトプットを使用します。
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SM ProAudioは常にプロの最高基準を維持するために努めています。仕様、外観は、パフォーマンス向
上・改善のために、予告無く変更される場合があります。
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