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DR-40 VERSION2 

 
選んで使えるプロの⾳質。 
+4dBu LINE IN/+48V ファントム対応の XLR/TRS ⼊⼒に加え、4TR モードを搭載。 
A-B/X-Y 両⽅式に対応した 24bit/96kHz 対応 リニア PCM レコーダー。
■ 主な機能 
●かんたんに⾼⾳質録⾳ 

>A-B/X-Y 両⽅式に対応、ねらった録⾳を実現する、⾼⾳質単⼀指向性ステレオコンデンサーマイク 
>⾳圧 125dB SPL の⼤⾳量を確実に捉える耐⾼⾳圧設計でバンド録⾳にも安⼼ 
>ピークを検出して⾃動的に最適なレベルを設定するピークリダクション機能 

●充実の再⽣機能 
>⾳楽練習や語学学習に便利な 0.5〜1.5 倍の再⽣速度可変（VSA）機能 
>再⽣⾳質を調整できるイコライザーを搭載 
>⾳楽練習、語学学習に便利な曲中ループ再⽣機能 

●⾼度な録⾳を可能にする仕様群 
>外部マイク/外部再⽣機器の接続を可能にする+4dBu ラインレベル/+48V ファントム対応 XLR/TRS インプット 
>デュアルレコーディング、⾮破壊オーバーダビングなど様々な活⽤が可能な 4 トラックモード 
>M-S ステレオマイクの使⽤を可能にする MS デコード機能を内蔵 
>別売オプション フットスイッチ RC-3F、ワイヤードリモコン RC-10 の接続が可能 
>ボーカルや楽器演奏をきれいに響かせるリバーブエフェクト搭載 
>⾳声の⼊⼒レベルを感知して⾃動で録⾳を開始するオートレック 

●VERSION2 の新機能 
>動画ファイルとの位置あわせに便利なオートトーン機能 
>マークの場所でファイルを⾃動分割するオートディバイド機能 
>⽤途に合わせて設定できる多彩なオートトラックインクリメント(ファイル更新)機能 
>SDXC カードに対応 
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2011 年の発売開始以来、楽曲制作から本格的な録⾳まで
対応できるとご好評のリニア PCM レコーダーDR-40 が、新機
能を携え VERSION 2 として⽣まれ変わりました。 
 
これまでに頂いたお客様の声をもとに新規搭載機能を決定。
近年では、デジタル⼀眼レフカメラ、ビデオカメラ撮影時の⾳声
録⾳⽤として使われることも多いため、この動画撮影向けの機
能としてオートトーン機能が搭載されました。 
加えて、DR-22WL/DR-44WL にてご好評いただいた⾃動
化機能を搭載。マーク位置で⾃動分割するオートディバイド機
能、指定時間ごとにファイル更新するタイムトラックインクリメント
機能が追加されています。 
 
現在 VERSION 2 以前の DR-40 をお使いいただいているお客様も、ホームページより VERSION 2 ファームウェアをダウンロ
ードしていただくことで、無償で VERSION 2 にアップグレードしていただくことが可能です。 
 

■ VERSION2 の新機能 
 
●動画ファイルとの位置あわせに便利なオートトーン機能 

位置合わせにおいて基準となるスレートトーンを発⾳することができるジェネレーターを内蔵。録
⾳開始または開始・終了時に⾃動で発⾳しますので、出⼒⾳声をカメラに録⾳しておけば動
画編集において位置合わせを容易に⾏うことができます。 

 
※デジタル⼀眼レフカメラ等と接続をする場合は、別売のアクセサリーキット AK-DR11C に付属しているアッテネーターケーブルを⽤いて左サイドパネ

ルの /LINEOUT 端⼦とデジタル⼀眼レフカメラの外部マイク⼊⼒端⼦を接続してください。 
 
●マークの場所でファイルを⾃動分割するオートディバイド機能 

マークがついている場所でファイルを分割する機能です。オートマーク機能と併⽤することで、⻑
時間録⾳されたファイルを⾃動で曲ごとに分割できます。もちろん⼿動で分割することも可能で
す。 
 

●⽤途に合わせて設定できる多彩なオートトラックインクリメント(ファイル更新)機能 
指定したレベルまたは経過時間でファイルを⾃動更新して録⾳を継続します。[5 分]の設定に
した場合は5分ごとに⾃動でファイル更新(分割)を⾏いますので、⻑時間録⾳において便利で
す。もちろん、それぞれのファイルは波形編集ソフト等で統合した場合も切れ⽬なく再⽣するこ
とが可能です。また、⼿動でのファイル更新も可能です。 

ブランド名 TASCAM 
モデル名 DR-40 VERSION2 
発表予定⽇ 2015/1/14 
発売予定⽇ 2015 年 2 ⽉上旬 
JAN コード 4907034124787 
希望⼩売価格 オープンプライス 
市場想定売価 20,000 円税抜 
本体サイズ/重量
W x H x D  

70x155x35/213(mm/g)

パッケージサイズ/重
量 W x H x D 

140x202x82/530(mm/g)

マスターカートン⼊数 10 
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●A-B/X-Y 両⽅式に対応、ねらった録⾳を実現する、⾼⾳質単⼀指向性ステレオコンデンサーマイク 
『DR-40 VERSION2』は可動型の単⼀指向性マイクを搭載し、A-B ⽅式および X-Y ⽅式の録⾳に対応。⾼度なマイキングに
より、広がりのあるステレオ録⾳や、左右のマイクの位相差を抑えた中抜けしにくい録⾳が可能で、プロフェッショナルクオ
リティの録⾳を実現します。 

 
 

●⾳圧 125dB SPL の⼤⾳量を確実に捉える耐⾼⾳圧設計で⼤⾳量のバンド録⾳にも安⼼ 
バンドや電⾞の通過⾳などの⼤⾳量にも安⼼な耐⾼⾳圧設計を実現。講演会などの⼩⾳量⾳源からロックバンドの⼤⾳量ま
で安⼼して録⾳できます。125dB SPL は、⼀般的な映画館の最⼤⾳圧(105dB SPL)の約 10 倍にあたる⼤⾳量です。 
 

●ピークを検出して⾃動的に最適なレベルを設定するピークリダクション機能 
ピークリダクション機能は、ピークに達する⾳量が⼊⼒された際に⾃動的
にレベルを下げて録⾳を続けます。⾃動的に⾳源にあわせたレベルに設定
できるため、誰でもかんたんに最適なレベル設定を⾏うことが可能です。 
『DR-40』ではピークリダクションの他、全部で 3 種類の⼊⼒レベル調節
機能を搭載しています。 
 
ピークリダクション：レベルオーバーを検出時、⾃動的に⼊⼒レベルを下
げて録⾳を続けます。⾳量が上下すると聴きにくくなる⾳楽録⾳に最適で
す。 
オートレベル：⼊⼒⾳量にあわせて⼊⼒レベルを⾃動的に上下させます。会議録⾳などに最適です。 
リミッター：過⼤⼊⼒を歪まないように抑えます。 
 

●⾳楽練習や語学学習に便利な 0.5〜1.5 倍の再⽣速度可変（VSA）機能（0.1 倍ステップ） 
TASCAM ト レ ー ナ ー シ リ ー ズ で 好 評 の VSA
（Variable Speed Audition）機能を搭載。再⽣速度
を変更しても⾳程はかわりません。楽曲アレンジや練
習に、また、英会話を録⾳してのスピードダウン、会
議の早回し再⽣など様々な場⾯で活⽤できます。 
※VSA 機能は 44.1kHz/48kHz で記録されたファイルの再
⽣時のみ可能です。 

 
●ばらついた⾳量を均⼀に揃え、聴きやすくするレベルアライン機能 

会議録⾳やインタビューなどでは、再⽣時に話者の⾳量に⼤⼩があって聴きにくい場
合があります。このような場合にレベルアライン機能を使えば⾳量を⾃動的に調整し
て再⽣するため、⾮常に聴き取りやすくなります。 

VERSION2 
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●+4dBu ラインレベル/+48V ファントム対応ロック付 XLR/TRS インプット 
XLR/TRS ステレオインプットを搭載しているため、本体内蔵マイクだけでなく外部コンデ
ンサーマイクや PA コンソールのライン出⼒を接続することが可能です。コネクター部には
信頼性の⾼い NEUTRIK 社製ロック付 XLR/TRS コネクターを採⽤。ファントム電源の供給
にも対応しているため、エレクトレット型だけでなく⼀般のコンデンサーマイクも使⽤可能
です。 

 
 
●デュアルレコーディング、⾮破壊オーバーダビングなど様々な活⽤が可能な 4 トラックモード 

通常のステレオトラックの他、もうひとつのステレオトラック録⾳が可能となっており、3 つの動作モードから選択して使う
ことが出来ます。 

デュアルレコーディングモード 
同じ⾳源を異なる⼆つのレベルで録⾳できます。クリッピング
に対するバックアップファイルを録⾳することが出来ます。 
 
 
 
4CH モード 
異なる２つのステレオ素材を同時に録⾳することが出来ます。
内蔵マイクと外部⼊⼒の同時録⾳が可能です。 
 
 
 
オーバーダビングモード 
既に録⾳済みの⾳源を聞きながら、別トラックに新たな⾳源を
録⾳することが出来ます。⾳楽制作に便利です。 
 
 

●M-S ステレオマイクの使⽤を可能にする MS デコード機能を内蔵 
A-B/X-Y ⽅式の他、全指向性と双指向性マイクの組み合わせによるステレオ録⾳⽅式、M-S 録⾳⽤のマイクを接続すること
ができる M-S デコード機能を搭載しています。 
 

●別売オプション フットスイッチ RC-3F、ワイヤードリモコン RC-10 の
接続が可能 

オプションの RC-3F、RC-10 が接続できる REMOTE 端⼦を装備。ハンズフリーでの
トランスポートコントロールや、本体から離れた場所での録⾳操作が可能です。 

 
●ボーカルや楽器演奏をきれいに響かせるリバーブエフェクト搭載 
●⾳声の⼊⼒レベルを感知して⾃動で録⾳を開始するオートレック 
●再⽣⾳質を調整できるイコライザーを搭載 
●録⾳後のファイル整理に活躍するディバイド(分割)/デリート(削除)機能 
●⾳楽練習、語学学習に便利な曲中ループ再⽣機能 
●⾃⾝の演奏録⾳に便利なセルフタイマーレコーディング機能 
●空調機器などの不要な低⾳やノイズをカットする 3 段階のローカットフィルター 
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■ 機能⼀覧 
・ A-B/X-Y ⽅式単⼀指向性ステレオコンデンサーマイク 
・ +4dBu ラインレベル/+48V 対応 XLR/TRS インプット 
・ デュアルレコーディング、⾮破壊オーバーダビングなど様々な活⽤が可能な 4 トラックモード 
・ M-S マイクの使⽤を可能にする MS デコード機能 
・ 別売オプション フットスイッチ RC-3F、ワイヤードリモコン RC-10 の接続が可能 
・ 本体乾電池のみで 20 時間以上の⻑時間駆動 
・ リバーブエフェクト搭載 
・ ⾳声の⼊⼒レベルを感知して⾃動で録⾳を開始するオートレック機能 
・ ⾳圧 125dB SPL の⼤⾳量を確実に捉える耐⾼⾳圧設計 
・ ピークを検出して⾃動的に最適なレベルを設定するピークリダクション機能 
・ セルフタイマーレコーディング機能 
・ シームレスなゲインコントロール 
・ 3 段階のローカットフィルター 
・ ⾳楽練習や語学学習に便利な 0.5〜1.5 倍の再⽣速度可変（VSA）機能（0.1 倍ステップ） 
・ ばらついた⾳量を均⼀に揃えるレベルアライン機能 
・ 再⽣⾳質を調整できるイコライザーを搭載 
・ ディバイド/デリート機能 
・ ⾳楽練習、語学学習に便利な曲中ループ再⽣機能 
・ 最後に再⽣を停⽌した位置を保持し、電源オン後、その位置から再⽣を⾏うレジューム機能 
・ 再⽣中に数秒前に戻って再⽣を⾏うジャンプバック再⽣ 
・ かんたん操作を実現するクイックメニュー 
・ WAV/BWF での 24bit/96kHz ⾼⾳質リニア PCM 録⾳、MP3 ファイル⻑時間録⾳が可能 
・ 2GB の SD カードを付属 
・ 1 曲で最⼤ 99 ポイント設定できるマーク機能 
・ パソコン上で作成した⾳声ファイルの再⽣が可能（本機再⽣対応フォーマットのみ） 
・ 出⼒ 0.3W のモノラルスピーカー内蔵 
・ 録⾳開始操作 2 秒前からの⾳を録⾳できるプリレック 
・ あらかじめ設定した最⼤ファイルサイズに達すると、新たなファイルを作成して継続録⾳が可能 
・ 録⾳中に、任意の位置でファイルを更新できるマニュアルトラックインクリメント 
・ ファイル名の形式をユーザーワードまたは⽇付のどちらかに設定可能 
・ 録⾳時ファイル名を最初の 6 ⽂字まで⾃由に設定可能 
・ プレイリスト機能 
・ 楽器練習に便利なクロマチックチューナー搭載 
・ ステレオミニホンライン出⼒/ヘッドホン出⼒端⼦ 
・ 128×64 ドットのバックライト付グラフィック LCD 
・ USB 2.0 によりファイルをパソコンへ⾼速転送可能 
・ 単 3 形電池 2 本または USB バスパワー、別売の AC アダプター（PS-P515U）で駆動 
・ Mini USB ケーブル付属 
・ MP3 ID3 tag(Ver. 2.4)の⽇本語表⽰が可能 
・ 卓上録⾳時に⾳響特性を改善するゴム⾜付属 
・ カメラ⽤三脚に取り付け可能なカメラネジ装備 
・ 記録メディアに SD/SDHC カードを採⽤（SDXC 対応） 
・ 動画ファイルとの位置あわせに便利なオートトーン機能 
・ マークの場所でファイルを⾃動分割するオートディバイド機能 
・ ⽤途に合わせて設定できる多彩なオートトラックインクリメント(ファイル更新)機能 
・  
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■仕様 
定格 
記録メディア 
ファイルシステム 
ファイルフォーマット 
WAV/BWF 
MP3 
サンプリング周波数 
録⾳ビットレート 
再⽣ビットレート 
チャンネル数 
再⽣スピードコントロール 
内蔵マイク 
内蔵スピーカー 
ローカットフィルター 
チューナー 
エフェクター 
USB 
三脚取り付け⽤⽳ 

アナログオーディオ⼊出⼒定格 
EXT MIC/LINE IN 
基準⼊⼒レベル 
最⼤⼊⼒レベル 
⼊⼒インピーダンス 

PHONES/LINE OUT 
ライン接続時 
基準出⼒レベル 
最⼤出⼒レベル 
出⼒インピーダンス 

ヘッドホン接続時 
最⼤出⼒ 

オーディオ性能 
周波数特性 
Fs 44.1kHz 
Fs 48kHz 
Fs 96kHz 
歪率 
S/N ⽐ 
⼀般 
電源 
消費電⼒ 
電池持続時間（録⾳） 
アルカリ乾電池(EVOLTA)使⽤時 
ニッケル⽔素電池(eneloop)使⽤時 
外形⼨法 (W x H x D)mm, 質量 
付属品 
 
 
 
 
 
 

 
SD カード(64MB〜2GB), SDHC カード(4GB〜32GB), SDXC カード(48GB〜128GB) 
FAT16/32 
 
44.1/48/96kHz、16/24bit 
 
44.1/48kHz 
32/64/96/128/192/256/320kbps 
32〜320kbps, VBR 対応, ID3TAG Ver2.4 対応 
４チャンネル（2 ステレオ） 
0.5 倍〜1.5 倍(0.1 倍単位) ※44.1/48kHz のみ 
単⼀指向性、ステレオ (A-B/X-Y ポジションの切替が可能) 
0.3W、モノラル 
40/80/120Hz 
C1〜B6、A4=435Hz〜445Hz (1Hz 単位) 
6 プリセット(HALL1/2, ROOM, STUDIO, PLATE1/2) 
USB2.0, Mini-B タイプコネクター 
1/4 インチ、カメラネジ 
 
XLR/TRS コンボジャック (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) 
-19dBV (MIC)/ +4dBu (LINE) 
-3dBV (MIC)/ +20dBu (LINE) 
2.2kΩ (MIC)/ 10kΩ (LINE) 
1/8(3.5mm)ステレオミニホンジャック、アンバランス 
 
-14dBV (10kΩ負荷時) 
+2dBV (10kΩ負荷時) 
12Ω 
 
20mW + 20mW 以上 (32Ω負荷時) 
 
 
20Hz – 20kHz, +1/-3dB (EXT IN to LINE OUT, JEITA) 
20Hz – 22kHz, +1/-3dB (EXT IN to LINE OUT, JEITA) 
20Hz – 40kHz, +1/-3dB (EXT IN to LINE OUT, JEITA) 
0.05%以下 (Fs 44.1/48/96kHz, EXT IN to LINE OUT, JEITA) 
92dB 以上 (Fs 44.1/48/96kHz, EXT IN to LINE OUT, JEITA) 
 
単 3 形電池 2 本、USB バスパワーから供給、AC100〜240V(別売 AC アダプター) 
2.5W(最⼤時) 
 
約 20.5 時間(2ch WAV, 44.1kHz, 16bit, 内蔵マイク使⽤時) 
約 17 時間(2ch WAV, 44.1kHz, 16bit, 内蔵マイク使⽤時) 
70 x 155 x 35, 213g (電池含まず) 
2GB SD カード、USB 接続ケーブル、動作確認⽤単 3 形電池 2 本、取扱説明書、保証書 
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SD/SDHC 
カードスロット 
(2GB 装着済) 

MENU
メニューキー 

PB CONT 
プレイバック 

コントロールキー 
MARK 

マーカーキー 

QUICK 
クイックメニューキー

INPUT LEVEL 
⼊⼒レベル調整 

確認⽤
モノラルスピーカー 

三脚取り付け⽳ 

電池スロット 

⼊⼒切替スイッチ

HOLD 
操作ロック 

REC MODE 
録⾳モード切替 

REMOTE
リモコン接続⽤端⼦ 
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DR-100MKⅡ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハイエンドモデルに相応しい充実のハードウェア、オーディオ性能 
業務用 24bit/96kHz 対応リニア PCM レコーダー 
■ 主な機能 
●ハードな現場に対応するハードウェア 

>20dB のヘッドルームを持つ+4dBu ラインレベル/+48V フ
ァントム対応ロック付 XLR インプット 

>左右独⽴⼤型ロータリーインプットボリューム 
>ハードな現場でも安⼼できる堅牢なアルミニウム筐体 
>劣化の無い接続を可能にするデジタル⼊⼒端⼦ 
>シンプルかつ確実な操作を実現するメカニカルスイッチ 
>独⽴したライン出⼒端⼦により⾼⾳質出⼒ 
>ワイヤレス/ワイヤードリモコン RC-10 付属 

 
●熟成されたアナログ回路、⾼⾳質設計 

>ディスクリートパーツの採用により⾼⾳質化 
>プロオーディオ専用 AD/DA Audio4pro™搭載 

 
● ユーザーフィードバックをもとに好評の従来機 DR-100 を改善 

>XLR ⼊⼒において+4dBu ラインレベル⼊⼒が可能 
>確実な接続ができるロック付 XLR ⼊⼒端⼦ 
>無指向性、単一指向性マイクを⾼⾳質化 
>デジタル⼊⼒を搭載 

ブランド名 TASCAM 
モデル名 DR-100MKⅡ 
発表予定日 2011/11/15 
発売予定日 発売中 (2011 年 11 月下旬) 
JAN コード 4907034115723 
希望小売価格 オープンプライス 
市場想定売価 39,800 円税込(37,904 円税抜) 
本体サイズ/重量 
W x H x D  

80x153x35/290(mm/g) 

パッケージサイズ/重
量 W x H x D 

270x206x106/900(mm/g) 

マスターカートン⼊数 5 
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■ハードな現場に対応するハードウェア 
 ●20dB のヘッドルームを持つ+4dBu ラインレベル/+48V ファントム対応ロック付 XLR インプット 

バランス出⼒の業務用⾳響機器にあわせたロック付XLRインプットを本体底面に装備。
+48V のファントム電源供給が可能で、コンデンサーマイクの接続が可能です。底面
のスイッチで LINE1 を選択した場合は、XLR インプットがライン⼊⼒にも対応。
+4dBu ラインレベルの⼊⼒に対応しているだけでなく、20dB のヘッドルームを確保。
ライン出⼒のバックアップレコーダーとしても活用することが可能です。ロック付コ
ネクターは、誤って抜けることが許されない現場において確実な接続を約束します。 

 
●左右独⽴調節が可能な⼤型ロータリーインプットボリューム 

⼊⼒レベルの微細な調整を可能にする⼤型のロータリーインプットボリュームを装備。
デジタル的な+/-の操作では得られない緻密なレベル設定を可能にします。左右独⽴型
となっているため、左右のレベル差も調節可能。スピードが要求される局面でも、直
接操作で緻密なレベル調節が可能です。 
 

●ハードな現場でも安⼼できる堅牢なアルミニウム筐体 
過酷な環境下での使用にも耐えるアルミニウム素材を本体表面及び裏面に採用。強靭
なアルミニウムボディは⾼級感を醸し出すだけでなく、⾼い耐久性を提供します。 
 

●再⽣機器から劣化の無い接続を可能にするデジタル⼊⼒端⼦ 
サイドパネルの REMOTE/DIGITAL IN 端⼦は、付属の変換ケーブルを接続しメニュー
操作で DIGITAL IN を選択することで、COAXIAL デジタル⼊⼒が可能になります。
IEC60958-3（S/PDIF）フォーマットに対応しています。 
 

●シンプルかつ確実な操作を実現するメカニカルスイッチ 
本体内のメニュー操作とは異なり、確実な操作を感じることのできるメカニカルスイ
ッチを複数装備。スピーディーかつ確実な操作を提供します。 
 

●ヘッドホン端⼦とは独⽴したライン出⼒端⼦により⾼⾳質出⼒ 
一般的なリニア PCM/IC レコーダーでは兼用されていることが多いライン出⼒とヘッ
ドホン出⼒を独⽴。それぞれに最適な回路を搭載しているため、兼用端⼦では成し得
ない⾼⾳質ライン出⼒を実現しています。 

 
●豊富な付属品 
タッチノイズの排除、また、理想的な位置へ本体をセッティングすることが可能になる
リモートコントローラーを標準装備。ワイヤレスで動作するほか、確実な操作を求める
場合にはワイヤードでの接続が可能な 2WAY リモコンです。加えて、ウインドスクリー
ン、ソフトケースも付属しています。 
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■熟成されたオーディオ回路、⾼⾳質設計 
●ディスクリートパーツの採用により⾼⾳質化 

ディスクリートパーツを採用した差動マイクアンプ回路により、マイクゲインが H 選
択時においては、従来機 DR-100 と比較して S/N 比を⼤幅に改善しています。回路
全体でも 92dB という⾼い S/N 比、歪率 0.01%以下を実現しています。 
 

●プロオーディオ専用 AD/DA Audio4pro™搭載 
AD/DA 部には S/N 100dB を超える旭化成エレクトロニクス Audio4pro™ブランド
の IC※を使用。⾼⾳質マイク、アナログ回路を経由した⾼品位のサウンドをデジタル
化するに相応しい ADC を搭載することにより、⾼⾳質化を図っています。 
 
※Audio4pro は、旭化成エレクトロニクスがレコーディングスタジオなどで使われる
ミキサーなどのプロフェッショナル・ディジタルオーディオ機器用に開発した IC で
す。 

 

■ユーザーフィードバックをもとに好評の従来機 DR-100 を改善 
 
●XLR ⼊⼒において+4dBu ラインレベル⼊⼒が可能 
●確実な接続ができるロック付 XLR ⼊⼒端⼦ 
●無指向性、単一指向性マイクを⾼⾳質化 
●デジタル⼊⼒を搭載 
 
■オプション 
AC アダプター  
PS-P520  
JAN: 4907034112340 
 
 
 
ウインドスクリーン  
WS-11  
JAN:4907034120222  
 
 

 
外部バッテリーパック  
BP-6AA  
JAN:4907034118915 
 
 
フットスイッチ  
RC-3F  
JAN:4907034115884 
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■ 機能一覧 
・ 単一指向性コンデンサーマイクと無指向性コンデンサー

マイクを 2 つずつ、合計 4 つの内蔵マイク 
・ 20dB のヘッドルームを持つ+4dBu ラインレベル

/+48V ファントム対応ロック付 XLR インプット 
・ 専用リチウムイオン充電池と単 3 形乾電池、2 種類の異

なるバッテリーを併用できるデュアルバッテリー機構 
・ 左右独⽴調節が可能な⼤型ロータリーインプットボリュ

ーム 
・ ハードな現場でも安⼼できる堅牢なアルミニウム筐体 
・ 再⽣機器から劣化の無い接続を可能にするデジタル⼊⼒

端⼦ 
・ シンプルかつ確実な操作を実現するメカニカルスイッチ 
・ ヘッドホン端⼦とは独⽴したライン出⼒端⼦により⾼⾳

質出⼒ 
・ ディスクリートパーツの採用により⾼⾳質化 
・ プロオーディオ専用 AD/DA Audio4pro 搭載 
・ ⾳源確認用 0.4W モノラルスピーカー搭載 
・ バックライト付 128x64 ドットマトリクス LCD 
・ 記録メディアに汎用性が⾼く扱いやすい SD/SDHC カー

ドを採用 
・ 24bit/96kHz での⾼⾳質リニア PCM(WAV)録⾳、MP3 

ファイル⻑時間録⾳が可能（HS モード時のみ 96kHz に対応） 
・ 録⾳済みのファイルに新しい録⾳を重ねることができる

オーバーダビング機能 ※プリレックが有効な場合はオ
ーバーダブ録⾳が選択できません 

・ オートゲインコントロールとリミッターによるレベルコ
ントロール機能 

・ 空調機器などの不要な低⾳をカットする 3 段階のローカ
ットフィルター(40/80/120Hz) 

・ ⾳声の⼊⼒レベルを感知して⾃動で録⾳を開始するオー
トレック機能 

・ 録⾳開始操作 2 秒前からの⾳を録⾳できるプリレック
機能 

・ RECORD ボタンの操作⾳の録⾳を避けるためのレック
ディレイ機能 

・ 1 曲で最⼤ 99 ポイント設定できるマーク機能 
・ 素早くファイルを識別するための QUICK TAG 機能 
・ ファイル名の形式をユーザーワードまたは日付のどちら

かに設定可能 
・ 録⾳を継続したまま、⾃動的にファイルを更新するオー

トトラックインクリメント機能(検出ソース：レベル、サ
イズ) 

・ 録⾳中に任意の位置でファイルを更新できるトラックイ
ンクリメント機能 

・ 再⽣したいファイルを登録可能なプレイリスト機能 
・ リピート再⽣機能（全曲/シングル/A-B 間） 
・ ⾳楽練習や語学学習に便利な 50%〜116%倍の再⽣速

度可変（VSA）機能（HS モードでは動作しません) 

・ 任意の位置でファイルを分割するディバイド機能（WAV
ファイルのみ） 

・ MP3 ID3 tag(Ver. 2.4)の日本語表示が可能 
・ 録⾳日時やサイズなど、⾳声ファイルの情報を確認可能 
・ USB2.0 によるパソコンとの⾼速ファイル転送 
・ 2GB の SD カードを付属 
・ 本体底部に強度の⾼い⾦属製三脚取り付け用⽳を装備 
・ ワイヤレス/ワイヤードリモコン RC-10 付属 
・ ソフトケース、ウインドスクリーン付属 
・ 別売外部バッテリーパック BP-6AA によりさらなる⻑時

間の動作が可能 
・ 別売 AC アダプターPS-P520 による AC 電源動作が可能 
・ Mini USB ケーブル付属 
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■仕様 
定格 
記録メディア 
ファイルフォーマット 
WAV 
MP3 
チャンネル数 
内蔵スピーカー 

アナログオーディオ⼊出⼒定格 
XLR(MIC/LINE1)  
基準⼊⼒レベル 
最⼤⼊⼒レベル 
⼊⼒インピーダンス 

LINE2 IN 
基準⼊⼒レベル 
最⼤⼊⼒レベル 
⼊⼒インピーダンス 

LINE OUT 
基準出⼒レベル 
最⼤出⼒レベル 
出⼒インピーダンス 

PHONES OUT 
最⼤出⼒ 

デジタルオーディオ⼊出⼒定格 
DIGITAL IN 
フォーマット 

コントロール⼊出⼒定格 
USB 
フォーマット 

REMOTE 
フォーマット 

オーディオ性能 
周波数特性 

Fs 44.1kHz 
Fs 48kHz 
Fs 96kHz 

歪率 
S/N 比 
一般 
電源 
 
消費電⼒ 
電池持続時間（録⾳） 

専用リチウムイオン電池使用時 
アルカリ乾電池(EVOLTA)使用時 
ニッケル水素電池(eneloop)使用時 

外形寸法 (W x H x D)mm, 質量 
付属品 
 
 
 
 

 
SD カード(64MB〜2GB), SDHC カード(4GB〜32GB) 
 
44.1/48/96kHz、16/24bit 
32/64/96/128/192/256/320kbps 
2 チャンネル（1 ステレオ） 
0.4W、モノラル 
 
XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) 
-70dBu (MIC H)/ -42dBu (MIC M)/ -14dBu (MIC L)/ +4dBu (LINE) 
-54dBu (MIC H)/ -26dBu (MIC M)/ +2dBu (MIC L)/ +24dBu (LINE) 
2.1kΩ (MIC)/ 2.5kΩ (LINE) 
1/8’ (3.5mm) ステレオミニジャック 
-10dBV 
+6dBV 
22kΩ以上 
1/8’ (3.5mm) ステレオミニジャック 
-14dBV (XLR LINE IN)/-10dBV 
+6dBV (XLR LINE IN)/+6dBV 
200Ω 
1/8’ (3.5mm) ステレオミニジャック 
25mW + 25mW 以上 (32Ω負荷時) 
 
2.5mmTRS ジャック 
IEC60958-3 (S/PDIF) 
 
Mini-B タイプ 
USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス 
2.5mmTRS ジャック 
TASCAM RC-10/RC-3F 専用 
 
 
20Hz – 20kHz, +1/-3dB (EXT IN to LINE OUT, JEITA) 
20Hz – 22kHz, +1/-3dB (EXT IN to LINE OUT, JEITA) 
20Hz – 40kHz, +1/-3dB (EXT IN to LINE OUT, JEITA) 
0.01%以下 (XLR LINE 1 IN to LINE OUT, Fs44.1kHz, +24dBu ⼊⼒, JEITA ) 
92dB 以上 (XLR LINE 1 IN to LINE OUT, Fs44.1kHz, +24dBu ⼊⼒, JEITA ) 
 
専用リチウムイオン電池(BP-L2), 単 3 形電池 2 本、専用 AC アダプター(PS-P520), 専用外
付けバッテリーパック(BP-6AA) 
4W(最⼤時) 
 
約 5 時間(44.1kHz, 16bit, 内蔵マイク使用時) 
約 2 時間 45 分(44.1kHz, 16bit, 内蔵マイク使用時) 
約 4 時間(44.1kHz, 16bit, 内蔵マイク使用時) 
80 x 153 x 35, 290g (電池含まず) 
2GB SD カード、専用リチウムイオン電池(BP-L2)、USB 接続ケーブル、専用ソフトケース、
専用ウインドスクリーン、ワイヤレスリモコン(RC-10)、リモコン動作確認用コイン形電池、
ワイヤードリモコンアダプター、ワイヤードリモコンケーブル、デジタル⼊⼒変換ケーブル、
取扱説明書、保証書 
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スリリース、新製品発売のご案内など一般公開された文書から情報を取得してください。 
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製品仕様書 

MD レコーダー/CD プレーヤー 

MD-CD1MKIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[概要] 

『MD-CD1MKIII』は、2U という省スペースを実現しながら、現場で必要とされる様々な機能を装備した業務用

MD/CD 複合機の定番 MD-CD1MKII の後継機です。CD プレーヤーと MD レコーダーを独立して操作し同

時に使用することができるほか、連続再生や CD から MD への 大 4 倍速ダビングなど、コンボユニットである

ことのメリットを 大限に活かした運用が可能です。CD プレーヤー部はオーディオ CD だけでなく WAV ファイ

ルや MP3 ファイルの再生が可能。CD-R/CD-RW ディスクにも対応しています。-50%～+16%のピッチコントロー

ルはフロントパネルに装備の専用つまみで可変でき、直感的で確実な操作を実現しました。MD レコーダー部

は LP2、LP4 ロングプレーモードをサポート。オートキューやオートレディなどの充実した再生機能は、CD プレ

ーヤーと MD レコーダー双方に装備しています。アンバランスアナログ入出力および COAXIAL、OPTICAL デ

ジタル入出力を装備。ホールや店舗、放送局、テーマパーク、ミュージアム、イベント会場など様々な現場で活

躍するほか、RS-232C シリアルコントロールにも対応し遠隔制御が必要な現場への導入も可能です。 
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[主な特長] 

●CD プレーヤーと MD レコーダーのコンビネーションモデル 

●CD/CD-R/CD-RW ディスク対応 CD プレーヤー 

●オーディオ CD および WAV ファイルや MP3 ファイルが記録された CD の再生が可能 

●SP（ステレオ）、MONO、LP2、LP4 対応 MD レコーダー 

（１つの MD ディスク内で異なるモードで録音/再生可能） 

●CD プレーヤーと MD レコーダーは独立して使用可能 

●プログラム再生の設定を CD、MD 合わせてディスク 大 100 枚分保存可能 

（MP3 ファイルおよび WAV ファイルは 2 トラック分の保存領域を使用するため保存枚数が少なくなります） 

●RCA アンバランスアナログ CD 出力 

●COAXIAL デジタル CD 出力 

●OPTICAL デジタル CD 出力 

●RCA アンバランスアナログ MD 入出力 

●COAXIAL デジタル MD 入出力 

●オプティカルデジタル MD 出力 

●2U ラックマウントサイズ 

 

[その他の特長] 

CD プレーヤー 

●CD-TEXT 表示（停止時：ディスクタイトル、再生時：トラックタイトル） 

●WAV ファイル再生時ファイル名を表示 

●MP3 ファイル再生時 ID3 タグを表示（ソングタイトルのみ） 

●専用つまみによる-50%～+16%ピッチコントロール（0.1～1.0%可変ステップ、CD-DA のみ） (*1) 

●±6 半音キーコントロール（半音ステップ、CD-DA のみ） (*1) 

(*1) ソースにより音質が劣化することがあります 

●キー固定でスピードのみ変更可能（CD-DA のみ） 

●出力にデジタルボリューム装備（-∞/-54～+18dB） 

●フェードイン/フェードアウト再生（１～30 秒、１秒ステップ） 

●WAV ファイルや MP3 ファイル再生時トラック経過時間を表示 

●指定ディレクトリ階層下の WAV ファイルや MP3 ファイルを再生するディレクトリ再生モード 

●PS/2 キーボードを接続してトランスポートコントロール可能 

 

MD レコーダー 

●トラックをグループ分けして再生する、グループ再生モード 

●録音済みの部分を上書き録音する、オーバーライト録音 

●トラック番号を自動更新するオートトラック 

レベル -72～-30dB、6dB ステップ 

DD デジタルソースのトラック区切り信号 

タイム 一定時間ごとにトラック番号を更新（1～10 分、1 分ステップ） 

●録音中に RECORD キーを押すことにより、トラック番号の更新が可能 

●入力信号により自動的に録音を開始する、シンク録音（-72～-30dB、6dB ステップ） 

●MD ディスクをセットしていない状態で入力信号をモニター可能 

●デジタル入力にサンプリングレートコンバーター搭載（32kHz/48kHz のデジタル信号を 44.1kHz に変換） 

●入力にデジタルボリューム装備（-∞/-54～+18dB） 

●フェードイン/フェードアウト録音（１～30 秒、１秒ステップ） 

● 大 6 秒前にさかのぼって録音可能な、プリレコーディング（タイムマシン録音）（OFF、1～6 秒、1 秒ステッ

プ） 

●ERASE TRACK、ERASE MULTI TRACK、DIVIDE、COMBINE、MOVE、TITLE 編集機能 

●PS/2 キーボードを接続してトランスポートコントロール、編集、タイトル入力が可能 
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CD/MD 共通 

●全トラック再生、シングル再生、プログラム再生、ランダム再生 

プログラム再生は CD： 大 99 トラック、MD： 大 25 トラック 

●全トラックリピート、シングルリピート、プログラムリピート、ランダムリピート、A-B 間リピート 

（WAV ファイルおよび MP3 ファイルでは A-B 間リピート再生は行えません） 

●トラック経過時間/トラック残時間/ディスク経過時間/ディスク残時間を切り替えて表示（CD-DA および MD） 

●トラックの音の立ち上がりをサーチして一時停止する、オートキュー（-72～-24dB、6dB ステップ） 

●トラックの再生が終了すると、次のトラックの先頭で一時停止するオートレディ 

●トラックおよびディスクの終了を予告表示する EOM（End Of Message）機能（1～99 秒、１秒ステップ） 

●リモコンのテンキーにより、トラックとそのトラックの経過時間を直接指定してロケート可能なタイムサーチ機能 

●PS/2 キーボードのテンキーでトラック 1～10 のダイレクト再生が可能 

 

その他 

●CD/MD 共用 COMMON 出力端子（優先出力設定可能） 

●CD/MD を単独または両方モニター可能なヘッドホン端子 

●CD/MD 独立のタイマー再生 

●ディスク全体またはトラック単位の CD→MD ダビング機能 

（４倍速：SP、2 倍速：MONO/LP2/LP4、当倍速：WAV/MP3） 

●等速ダビング時は、CD のピッチコントロールおよびキーコントロールを反映可能 

●フェードイン/フェードアウトをかけたダビングが可能 

●CD TEXT コピー（ダビング時トラックタイトルをコピー。ディスクタイトルは MD がブランクディスクの場合全曲

ダビングしたときにコピー可能） 

●WAV ファイル名をトラックタイトルとしてコピー 

●ID3 タグコピー（ダビング時、ソングタイトルのみ、但しソングタイトルが無い場合はファイル名をコピー） 

●MD<->CD 連続再生機能（エンドレス） 

●誤操作を防止するパネルロック（CD/MD 全体、CD のみ、MD のみ） 

●ディスクイジェクトブロック（CD/MD） 

●RS-232C シリアルコントロール対応（D-sub 9 ピン） 

●ワイヤレスリモコン（RC-MC1）付属 

●RoHS 対応 

 

 

[MD-CD1MKII からの変更点] 

●WAV ファイル CD ディスク再生が可能 

●プログラム再生の設定を CD、MD 合わせてディスク 大 100 枚分保存可能 

●COAXIAL デジタル入出力（CD 出力および MD 入出力） 

●MD レコーダーのピッチコントロール非対応 

●PS/2 キーボードのテンキーでトラック 1～10 のダイレクト再生が可能 

●誤操作を防止するパネルロック 

●ディスクイジェクトブロック 
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[ワイヤレスリモコン] 

RC-MC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[別売オプション] 

PS/2 キーボード FKB8724 

CD や MD のトランスポートコントロール、および MD の編集やタイトル入力が可能 

 

 

[定格] 

CD プレーヤー 

使用ディスク 12cm/8cm、CD/CD-R/CD-RW 

再生可能フォーマット オーディオ CD（CD-DA）、WAV、MP3 

CD-DA 

サンプリング周波数 44.1kHz 

量子化ビット数 16 ビット 

チャンネル数 2 チャンネル 

WAV 

サンプリング周波数 44.1kHz 

量子化ビット数 16 ビット 

チャンネル数 2 チャンネル 

MP3 

音声モード STEREO/JOINT STEREO/DUAL CHANNEL/MONO 

サンプリング周波数 44.1kHz 

MP3 ビットレート 32～320kbps、CBR/VBR/ABR 対応、ID3TAG Ver.2.4 対応 

MD レコーダー 

使用ディスク ミニディスク 

記録モード STEREO/MONO/LP2/LP4 

録音時間 80 分（標準）、160 分（MONO）、160 分（LP2）、320 分（LP4） 

 （80 分ディスク使用時） 

サンプリング周波数 44.1kHz 

量子化ビット数 16 ビット 
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一般 

アナログ入力 

アンバランス入力（MD） RCA 

入力インピーダンス 22kΩ以上 

規定入力レベル -10dBV 

大入力レベル +6dBV 

アナログ出力 

アンバランス出力（CD/MD/COMMON） 

 RCA 

出力インピーダンス 200Ω 

規定出力レベル -10dBV 

大出力レベル +6dBV 

ヘッドホン出力 ステレオ標準ジャック 

大出力 20mW+20mW（32Ω負荷） 

デジタル入力 

COAXIAL（MD） RCA 

入力インピーダンス 75Ω 

フォーマット IEC60958-3 民生用規格準拠（S/PDIF） 

OPTICAL（MD） TOS 

フォーマット IEC60958-3 民生用規格準拠（S/PDIF） 

デジタル出力 

COAXIAL（CD/MD） RCA 

出力インピーダンス 75Ω 

フォーマット IEC60958-3 民生用規格準拠（S/PDIF） 

OPTICAL（CD/MD） TOS 

フォーマット IEC60958-3 民生用規格準拠（S/PDIF） 

KEYBOARD ミニ DIN 6 ピン（PS/2） 

電源 AC100V、50-60Hz 

消費電力 18W 

外形寸法 483（幅）×94（高さ）×308（奥行き）mm 

質量 5.4kg 

 

 

[性能] 

CD プレーヤー 

周波数特性 20～20kHz、±0.5dB（JEITA） 

S/N 比 100dB 以上（JEITA） 

ダイナミックレンジ 100dB 以上（JEITA） 

歪率 0.005%以下（JEITA） 

チャンネルセパレーション 90dB 以上（1kHz、JEITA） 

MD レコーダー 

周波数特性 20Hz～20kHz、±0.5dB（JEITA） 

S/N 比 98dB 以上（再生時、JEITA）、95dB 以上（録音時、JEITA） 

ダイナミックレンジ 98dB 以上（再生時、JEITA）、95dB 以上（録音時、JEITA） 

歪率 0.005%以下（再生時、JEITA）、0.006%以下（録音時、JEITA） 

チャンネルセパレーション 90dB 以上（再生時、1kHz、JEITA）、83dB 以上（録音時、1kHz、JEITA） 
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[コントロール端子仕様] 

■シリアルコントロール CONTROL I/O（RS-232C） 

コネクタ D-sub 9 ピン・メス（#4-40 インチねじ） 

 ※詳細は RS-232C プロトコル仕様書をご覧ください 

 

 

[寸法図] 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の

適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。 

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。 

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。 

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。 

※本資料に記載の内容は 2011 年 1 月現在のものです。 
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SD-20M 

 

 

 

 

 

 

シンプルな操作で、より確実な録音を実現。 

１Uラックマウント、マイク入力搭載 SDカードレコーダー 

 

『SD-20M』は、幅広い用途に対応できるよう、フロントパネルにはマイク入力、リアパネルにはライン入力端子を搭載。ミキ

サーからのライン入力とバックアップ用のマイク入力を別々に同時録音できる 4 トラック録音機能のほか、レベルオーバーに備

えてレベルの低い音を同時に録音するデュアル録音機能も搭載し、あらゆる場面で安全な録音を実現します。記録メディアには

SD カードを採用し、ハイレゾまで対応した高音質なリニア PCM 録音に加え、長時間録音が可能な MP3 にも対応。また、単 3

形電池 4 本での駆動も可能で、万が一の電源断でも録音を継続できます。 

 

■ 主な特長 

●フロントパネルにXLR/TRSコンボ入力を搭載 

●マイク入力とライン入力の 2 系統を備え、同時録音が可能な 4 トラック

レコーダー 

●デュアル録音機能を搭載 

●AC アダプターに加え単 3 形電池 4 本での駆動も可能、万一の AC 電源

断絶時でも動作が可能な電源バックアップを実現 

●記録メディアに汎用性の高い SD/SDHC/SDXC カードを採用 

●SDXC カードは 128GB まで対応、より長時間の録音に対応可能 

●WAV/BWF フォーマットで 24bit/96kHz までのハイレゾ録音に対応 

●MP3 フォーマットでの録音にも対応し、より長時間での録音が可能 

●語学練習や議事録起こしなどに便利な 0.5 倍～1.5 倍の再生速度可変

(VSA)機能を搭載 (0.1 倍ステップ) 

●ミキサー等からのバランス入力が可能な+4dBu ラインレベル、ファントム電源供給が必要なマイク（+48V）に対応した

XLR/TRS コンボ入力（ロック機構付き） 

●ミキサー等からのアンバランス入力が可能な-10dBV ラインレベルに対応した RCA 入力 

●音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能 

 

ブランド名 TASCAM 

モデル名 SD-20M 

発表予定日 2016/03/16 

発売予定日 4 月下旬 

JAN コード 4907034125685 

希望小売価格 オープンプライス 

市場想定売価 35,000 円（税別） 

本体サイズ/質量 

W x H x D  

482.6 x 44.1 x 299.6/ 

 2.7 (mm/kg) 

パッケージサイズ/質量 

W x H x D 

546 x 144 x 392 / 

 4.5 (mm/kg) 

マスターカートン入数 マスターカートンなし 
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●フロントパネルにXLR/TRSコンボ入力を搭載 

 マイクやライン信号を接続できる2系統のXLR/TRSコンボ入力をフロントパネルに配置。専用ノブでレベル調整が可能です。 

 

●マイク入力とライン入力の 2 系統を備え、同時録音が可能な 4 トラックレコーダー 

 議事録の収録などでは会議システムのライン出力を録音しながら、別途 2 チャンネルのマイク入力をバックアップとして同

時に録音することが可能です。音楽教室やスタジオなどでは、ライン出力を持つ楽器の入力とアコースティック楽器のマイク

入力のマルチトラック収録などのシステムを簡単に構築することが可能です。 

 

●デュアル録音機能を搭載 

 メインの録音に加えて、同時に低いレベルで別ファイルにも録音するデュアル録音機能を搭載しています。突発的に発生した

大きな音量によりメインの録音が歪んでしまった場合でも、レベルの低い別ファイルがバックアップとして使用できます 

 ※デュアル録音機能を有効にした場合、録音できる入力は 2 系統になります。 
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●AC アダプターに加え単 3 形電池 4 本での駆動も可能、万一の AC 電源断絶時でも動作が可能な電源バックアップを実現 

 専用の付属 AC アダプターでの駆動に加え、単 3 形電池 4 本での駆動も可能です。万一 AC 電源が断絶しても録音や再生には

影響を与えず、単 3 形電池に自動で切り替わって動作を継続します。 

 

 

●記録メディアに汎用性の高い SD/SDHC/SDXC カードを採用 

 記録メディアは、汎用性が高く、入手性に優れた SD カードを採用しています。SD-20M で録音したデータは、SD カード本

体をやり取りすることで簡単にパソコン等でのファイル管理やデータコピーの作業をすることができます。 

 

 

●SDXC カードは 128GB まで対応、より長時間の録音に対応可能 

 SDXC カードに対応し、最大 128GB の SDXC カードを使用でき

ます。長時間の会議やリハーサルなどの収録でも、安心して録音

を続けることができます。 

 

 

 

 

 

●WAV/BWF フォーマットで 24bit/96kHz までのハイレゾ録音に対応 

 最大 24bit/96kHz でのリニア PCM 録音に対応しています。より高解像度での録音が可能で、音楽のコンサートの収録などを

高音質で収録することができます。 

 

 

 

 

●MP3 フォーマットでの録音にも対応し、より長時間での録音が可能 

 MP3 フォーマットを選択することで、作成するファイルのサイズを小さく抑えることが可能です。議事録や会議の収録など、

長時間に渡る録音の際には MP3 フォーマットに設定することで、同じカードの容量でも WAV フォーマットに比べてより長

時間録音をすることができます。 
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●語学練習や議事録起こしなどに便利な 0.5 倍～1.5 倍の再生速度可変(VSA)機能を搭載 (0.1 倍ステップ) 

 本体での再生時に、再生速度を任意に変えられる VSA 機能を搭載。音程は変わらず速度のみを変化させて再生することが可

能で、語学練習や議事録起こしの作業の際に便利な機能です。 

 

●ミキサー等からのバランス入力が可能な+4dBu ラインレベル、ファントム電源供給が必要なマイク（+48V）に対応した

XLR/TRS コンボ入力（ロック機構付き） 

 フロントパネルに配置された 2 系統の XLR/TRS コンボ入力は、ミキサー等から

のバランス入力が可能な+4dBu ラインレベルに対応。また+48V のファントム

電源供給が必要なコンデンサーマイクロホンにも対応し、幅広いシステム構築が

可能です。ロック機構も備えているため、不意なケーブルの抜けを防ぐことがで

きます。 

 

 

●ミキサー等からのアンバランス入力が可能な-10dBV ラインレベルに対応した RCA 入力 

 リアパネルに配置された RCA アンバランス入力は、ミキサー等の機器からの-10dBV ラインレベルに対応しています。

XLR/TRS コンボジャックと併せ、様々な機器との接続が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能 

 入力信号を検知して自動的に録音を開始するオートレック機能を搭載。例えば、エアチェックに SD-20M を使用する場合は、

チューナーにタイマーを設定して SD-20M を待機させておくことで、指定の時間にチューナーの電源が入るのに合わせて

SD-20M が録音を開始します。 
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■機能一覧 

●フロントパネルにXLR/TRSコンボ入力を搭載 

●マイク入力とライン入力の 2 系統を備え、同時録音が可能な 4 トラックレコーダー 

●デュアル録音機能を搭載 

●AC アダプターに加え単 3 形電池 4 本での駆動も可能、万一の AC 電源断絶時でも動作が可能な電源バックアップを実現 

●記録メディアに汎用性の高い SD/SDHC/SDXC カードを採用 

●SDXC カードは 128GB まで対応、より長時間の録音に対応可能 

●WAV/BWF フォーマットで 24bit/96kHz までのハイレゾ録音に対応 

●MP3 フォーマットでの録音にも対応し、より長時間での録音が可能 

●語学練習や議事録起こしなどに便利な 0.5 倍～1.5 倍の再生速度可変(VSA)機能を搭載 (0.1 倍ステップ) 

●ミキサー等からのバランス入力が可能な+4dBu ラインレベル、ファントム電源供給が必要なマイク（+48V）に対応した

XLR/TRS コンボ入力（ロック機構付き） 

●ミキサー等からのアンバランス入力が可能な-10dBV ラインレベルに対応した RCA 入力 

●音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能 

●録音を継続したまま、あらかじめ設定した時間や任意の位置でファイルを更新できるファイルスプリット機能 

●録音開始 2 秒前からの音を録音できるプリレック機能 

●常に最適なレベルで録音できるオートレベル機能 

●入力レベルが大きすぎる場合にその部分だけ適度なレベルに自動的に調整するリミッター機能 

●再生中にプレイボタンを一度押すだけで数秒前に戻って再生し直すことが可能なジャンプバック再生機能 

●プレイリスト機能 

●再生時、特定の位置への移動に役立つマーク機能 

●マーク機能で付けた特定の位置や任意の位置でファイルを分割するディバイド機能（WAV ファイルのみ） 

●ファイル名の形式をユーザーワードまたは日付のどちらかに設定可能 

●電源をオフにする前の再生位置を記憶しておくレジューム機能 

●3 段階のローカットフィルター(40/80/120Hz) 

●日本語表示対応 

●1U ラックマウントサイズ 
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■ 仕様 
記録メディア   SD/SDHC/SDXC (~128G) 

録音再生ファイル形式 

MP3  44.1/48kHz, 64k/128k/192k/256k/320k bps 

WAV  44.1/48/96kHz, 16/24bit 

チャンネル数  4 チャンネル(ステレオ x2) 

 

アナログオーディオ入出力定格 

ANALOG INPUTS (UNBALANCED)  RCAピンジャック 

規定入力レベル  -10dBV 

最大入力レベル  +6dBV 

最小入力レベル  -26dBV 

入力インピーダンス  10kΩ 

ANALOG INPUTS (BALANCED)  XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD),  6.3mm(1/4")TRS 標準ジャック 

LINE 時 

規定入力レベル  +4dBu 

最大入力レベル  +20dBu 

最小入力レベル  -12dBu 以上 

入力インピーダンス  10kΩ 

MIC 時 

最大入力レベル  +0dBu  GAIN”Low”時 

最小入力レベル  -67dBu 以上  GAIN”High”時 

入力インピーダンス  2.7kΩ 

 

ANALOG OUTPUTS (UNBALANCED) RCA ピンジャック 

規定出力レベル  -10dBV 

最大出力レベル  +6dBV 

出力インピーダンス  200Ω 

 

PHONES OUTPUTS   6.3ｍｍ（1/4‘）ステレオ標準ジャック 

最大出力  20mW + 20mW（32Ω負荷時、歪率：0.1％） 

 

コントロール入出力 

REMOTE (FRONT)  2.5mm TRS ジャック 

 

オーディオ性能 

周波数特性  20Hz – 20kHz, +0.5/-3dB (JEITA) 

歪率  0.01%以下 (JEITA) 

S/N 比  100dB 以上 (JEITA) 

ダイナミックレンジ  100dB 以上 (JEITA) 

チャンネル間クロストーク  100dB 以上 (JEITA) 

 

一般 

電源  100 – 240V AC, 50 – 60Hz もしくは単 3 形乾電池 4 本 

消費電力  5W 

外形寸法 (W x H x D)/質量  482.6(W) x44.1 (H) x 299.6(D)mｍ,   2.8kg（電池を含む）、2.7kg（電池を含まず） 

動作温度  5～35℃ 

付属品    AC アダプター、ラックマウントビスキット、保証書、取扱説明書 
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■外形図 
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SD-20M 

 

 

 

 

 

 

シンプルな操作で、より確実な録音を実現。 

１Uラックマウント、マイク入力搭載 SDカードレコーダー 

 

『SD-20M』は、幅広い用途に対応できるよう、フロントパネルにはマイク入力、リアパネルにはライン入力端子を搭載。ミキ

サーからのライン入力とバックアップ用のマイク入力を別々に同時録音できる 4 トラック録音機能のほか、レベルオーバーに備

えてレベルの低い音を同時に録音するデュアル録音機能も搭載し、あらゆる場面で安全な録音を実現します。記録メディアには

SD カードを採用し、ハイレゾまで対応した高音質なリニア PCM 録音に加え、長時間録音が可能な MP3 にも対応。また、単 3

形電池 4 本での駆動も可能で、万が一の電源断でも録音を継続できます。 

 

■ 主な特長 

●フロントパネルにXLR/TRSコンボ入力を搭載 

●マイク入力とライン入力の 2 系統を備え、同時録音が可能な 4 トラック

レコーダー 

●デュアル録音機能を搭載 

●AC アダプターに加え単 3 形電池 4 本での駆動も可能、万一の AC 電源

断絶時でも動作が可能な電源バックアップを実現 

●記録メディアに汎用性の高い SD/SDHC/SDXC カードを採用 

●SDXC カードは 128GB まで対応、より長時間の録音に対応可能 

●WAV/BWF フォーマットで 24bit/96kHz までのハイレゾ録音に対応 

●MP3 フォーマットでの録音にも対応し、より長時間での録音が可能 

●語学練習や議事録起こしなどに便利な 0.5 倍～1.5 倍の再生速度可変

(VSA)機能を搭載 (0.1 倍ステップ) 

●ミキサー等からのバランス入力が可能な+4dBu ラインレベル、ファントム電源供給が必要なマイク（+48V）に対応した

XLR/TRS コンボ入力（ロック機構付き） 

●ミキサー等からのアンバランス入力が可能な-10dBV ラインレベルに対応した RCA 入力 

●音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能 

 

ブランド名 TASCAM 

モデル名 SD-20M 

発表予定日 2016/03/16 

発売予定日 4 月下旬 

JAN コード 4907034125685 

希望小売価格 オープンプライス 

市場想定売価 35,000 円（税別） 

本体サイズ/質量 

W x H x D  

482.6 x 44.1 x 299.6/ 

 2.7 (mm/kg) 

パッケージサイズ/質量 

W x H x D 

546 x 144 x 392 / 

 4.5 (mm/kg) 

マスターカートン入数 マスターカートンなし 
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●フロントパネルにXLR/TRSコンボ入力を搭載 

 マイクやライン信号を接続できる2系統のXLR/TRSコンボ入力をフロントパネルに配置。専用ノブでレベル調整が可能です。 

 

●マイク入力とライン入力の 2 系統を備え、同時録音が可能な 4 トラックレコーダー 

 議事録の収録などでは会議システムのライン出力を録音しながら、別途 2 チャンネルのマイク入力をバックアップとして同

時に録音することが可能です。音楽教室やスタジオなどでは、ライン出力を持つ楽器の入力とアコースティック楽器のマイク

入力のマルチトラック収録などのシステムを簡単に構築することが可能です。 

 

●デュアル録音機能を搭載 

 メインの録音に加えて、同時に低いレベルで別ファイルにも録音するデュアル録音機能を搭載しています。突発的に発生した

大きな音量によりメインの録音が歪んでしまった場合でも、レベルの低い別ファイルがバックアップとして使用できます 

 ※デュアル録音機能を有効にした場合、録音できる入力は 2 系統になります。 
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●AC アダプターに加え単 3 形電池 4 本での駆動も可能、万一の AC 電源断絶時でも動作が可能な電源バックアップを実現 

 専用の付属 AC アダプターでの駆動に加え、単 3 形電池 4 本での駆動も可能です。万一 AC 電源が断絶しても録音や再生には

影響を与えず、単 3 形電池に自動で切り替わって動作を継続します。 

 

 

●記録メディアに汎用性の高い SD/SDHC/SDXC カードを採用 

 記録メディアは、汎用性が高く、入手性に優れた SD カードを採用しています。SD-20M で録音したデータは、SD カード本

体をやり取りすることで簡単にパソコン等でのファイル管理やデータコピーの作業をすることができます。 

 

 

●SDXC カードは 128GB まで対応、より長時間の録音に対応可能 

 SDXC カードに対応し、最大 128GB の SDXC カードを使用でき

ます。長時間の会議やリハーサルなどの収録でも、安心して録音

を続けることができます。 

 

 

 

 

 

●WAV/BWF フォーマットで 24bit/96kHz までのハイレゾ録音に対応 

 最大 24bit/96kHz でのリニア PCM 録音に対応しています。より高解像度での録音が可能で、音楽のコンサートの収録などを

高音質で収録することができます。 

 

 

 

 

●MP3 フォーマットでの録音にも対応し、より長時間での録音が可能 

 MP3 フォーマットを選択することで、作成するファイルのサイズを小さく抑えることが可能です。議事録や会議の収録など、

長時間に渡る録音の際には MP3 フォーマットに設定することで、同じカードの容量でも WAV フォーマットに比べてより長

時間録音をすることができます。 
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●語学練習や議事録起こしなどに便利な 0.5 倍～1.5 倍の再生速度可変(VSA)機能を搭載 (0.1 倍ステップ) 

 本体での再生時に、再生速度を任意に変えられる VSA 機能を搭載。音程は変わらず速度のみを変化させて再生することが可

能で、語学練習や議事録起こしの作業の際に便利な機能です。 

 

●ミキサー等からのバランス入力が可能な+4dBu ラインレベル、ファントム電源供給が必要なマイク（+48V）に対応した

XLR/TRS コンボ入力（ロック機構付き） 

 フロントパネルに配置された 2 系統の XLR/TRS コンボ入力は、ミキサー等から

のバランス入力が可能な+4dBu ラインレベルに対応。また+48V のファントム

電源供給が必要なコンデンサーマイクロホンにも対応し、幅広いシステム構築が

可能です。ロック機構も備えているため、不意なケーブルの抜けを防ぐことがで

きます。 

 

 

●ミキサー等からのアンバランス入力が可能な-10dBV ラインレベルに対応した RCA 入力 

 リアパネルに配置された RCA アンバランス入力は、ミキサー等の機器からの-10dBV ラインレベルに対応しています。

XLR/TRS コンボジャックと併せ、様々な機器との接続が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能 

 入力信号を検知して自動的に録音を開始するオートレック機能を搭載。例えば、エアチェックに SD-20M を使用する場合は、

チューナーにタイマーを設定して SD-20M を待機させておくことで、指定の時間にチューナーの電源が入るのに合わせて

SD-20M が録音を開始します。 
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SS-CDR200/SS-R200/SS-R100 

 

 

 

 

 
 
※上：SS-CDR200 操作⾯、背⾯/下：SS-R200 操作⾯、背⾯、SS-R100 背⾯ 
 
SD/CF/USB メモリーの録⾳再⽣に対応し、⾼い耐久性と運⽤効率を両⽴。 
3 機種のラインナップで様々な設備⾳響ニーズに応える業務⽤ステレオレコーダー/プレーヤー。 
■ 主な機能 
●限られたスペースを有効に活⽤できる 1U ラックマウントサイズ 
●信頼性の⾼い CF カードに加えて、SD/SDHC 及び USB メモリーの録⾳再⽣が可能 
●CD の再⽣及び CD-R/RW への書き込み、ファイルコピーに対応(SS-CDR200) 
●業務⽤機器ならではの豊富なオーディオ⼊出⼒端⼦群と外部制御端⼦(SS-CDR200/SS-R200) 
●オプションの RC-20 を併⽤することでポン出しシステムの構築が可能 
●従来機種で要望の多かった機能を多数搭載 
●オートキュー/オートレディ、ピッチコントロール再⽣をはじめとする多彩な再⽣機能 
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3 機種共通項⽬ 

 
●限られたスペースを有効に活⽤できる 1U ラックマウントサイズ 

コンパクトな 1U ラックマウントサイズに、操作⼦を有効に配置し使いやすさ
を追求しました。限られたラックスペースに設置しながらも、使いやすさを犠
牲にしないデザインを実現しました。 

 
●信頼性の⾼い CF カードに加えて、SD/SDHC 及び USB メモリーの録
⾳再⽣が可能 

放送局でも使⽤される CF カードに加え、SD/SDHC カード、USB メモリーに
対応しています。もちろん再⽣だけでなく、録⾳にも対応。どのメディアが持
ち込まれるか想定できない現場においても⾼い汎⽤性を提供します。 
 

●演劇などで便利なタイムラグのない⾳源再⽣を可能にするポン出し(フラッシュスタート)機能 
予めメモリーにデータを読み込むことでタイムラグのな
い⾳源再⽣を実現するフラッシュスタート機能を装備。さ
らにオプションの RC-20 を追加することで、⼿軽に 20 ポ
イントのポン出しシステムを構築することが可能です。演
劇や結婚式での演出や公共施設の放送システムにおいて
活⽤できます。 
 

●従来機種で要望の多かった機能を多数搭載 
従来の録⾳再⽣機器において、現場から要求の多かった機
能をリサーチして搭載しました。 
・リンク機能 
・ジョグサーチ機能 
・USB キーボード対応 (トランスポート操作可能) 
・24bit wav ファイル再⽣ 
・デジタル⼊出⼒の AES/EBU フォーマット対応 
・誤操作を防ぐパネルロック機能 

モデル名 SS-CDR200 
JAN コード 4907034119042 
希望⼩売価格 141,750 円(税抜 135,000 円)
本体サイズ/重量 
W x H x D  

482.6x44.5x300.1/3.7(mm/kg)

パッケージサイズ/重
量 W x H x D 

546x144x392/5.4(mm/kg)

モデル名 SS-R100 
JAN コード 4907034119028 
希望⼩売価格 63,000 円(税抜 60,000 円)
本体サイズ/重量
W x H x D  

482.6x44.5x300.1/3.4(mm/kg)

パッケージサイズ/重
量 W x H x D 

546x144x392/5.1(mm/kg)

モデル名 SS-R200
JAN コード 4907034119035 
希望⼩売価格 99,750 円(税抜 95,000 円)
本体サイズ/重量 
W x H x D  

482.6x44.5x300.1/3.4(mm/kg)

パッケージサイズ/重
量 W x H x D 

546x144x392/5.1(mm/kg)

ブランド名 TASCAM 
発表予定⽇ 2011/09/21 
発売予定⽇ 2011 年 9 ⽉下旬(発売中)
マスターカートン⼊数 マスターカートンなし
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■様々な⾳響設備に対応するハードウェア 
●業務⽤機器ならではの豊富なオーディオ⼊出⼒端⼦群と外部制御端⼦ 

アナログ⼊出⼒はコンシューマ機器との接続に便利な RCA 端⼦を装備。加えて SS-CDR200/SS-R200 では、業務⽤機器と
の接続に必要な XLR 端⼦を装備しています。デジタル⼊出⼒は RCA 端⼦による COAXIAL ⼊出⼒を装備しています。デジ
タル⼊出⼒は S/PDIF フォーマット(IEC60958-3)に加え、AES/EBU フォーマット(IEC60958-4)にも対応しています。 
 
SS-CDR200 及び SS-R200 では、設備⾳響への組み込みで必須となる外部制御端⼦を装備。D-sub 9 ピン RS-232C シリア
ルポートに加え、D-sub 25 ピンパラレルポートも装備しています。 
 
※AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)はデータフォーマットのみ、物理フォーマットは IEC60958-3(S/PDIF)準拠 
 

●デジタル⼊⼒にはサンプリングコンバーターを装備 
デジタル⼊⼒には 32-48kHz 対応のサンプリングレートコンバーターを搭載しているため、ワードクロックマスターを気に
することなく容易に接続することが可能です。設備⽤途での使⽤に便利です。 

 
●1 秒以下のフレーム単位での表⽰及び編集が可能 

ジョグ再⽣、ファイル分割などの編集時には、1 秒以下の単位であるフレームが画⾯に表
⽰されます。従来のハイエンド MD レコーダーなどと同様の細かい編集や確認を⾏うこと
ができます。 
 

●キーボードを接続することでファイルの編集、トランスポート操作、ポン出し(フラッシュスタート)が可能 
KEYBOARD 端⼦または USB 端⼦にパソコン⽤のキーボードを接続することで、様々な操作が可能になります。ファイル名
の編集はもちろんのこと[MENU 画⾯を表⽰する]といったリモコン的操作から、[パネルロックの ON/OFF],[コール機能の
ON/OFF]といった機能操作、[⼊⼒ソースの選択]などの操作も可能です。さらにキーボードのファンクションキー+CTRL
キーによるポン出し(フラッシュスタート)も最⼤ 12 ポイント(F1-F12)可能です。 
※詳細なコントロール内容は取扱説明書をご覧下さい。 
 

●最⼤ 6 台の SS-CDR200/SS-R200/SS-R100 を同期するリンク再⽣機能 
デジタル OUT とデジタル IN を接続することで SS-CDR200/SS-R200/SS-R100 の動作をリンクさせることができるリン
ク再⽣機能を搭載しています。同じ⾳源を再⽣し⽚⽅を他⽅のバックアップとして使⽤する場合に便利な機能です。 
※クロック同期をする機能ではありませんので、若⼲のずれが出る場合があります。 
 

●⽤途に合わせて選べる複数のリモートコントローラーをラインナップ 
様々なタイプのコントローラーをラインナップしていますので、
⽤途にあわせて最適なコントローラーを選ぶことが出来ます。 
 
■RC-20 ダイレクトプレイリモートコントローラー 
⼀般的なポン出し⽤途に適しています。 
■RC-3F 3 ペダルフットスイッチ 
議事録起こしなどの⽤途に適しています。 
■RC-SS20 ダイレクトプレイリモートコントローラー 
放送業務など⾼度なポン出し⽤途に適しています。 
■RC-900 トランスポートリモートコントローラー 
放送業務など正確かつ素早いトランスポート操作や編集の⽤途
に適しています。 
※SS-R100 においては、RC-SS20 及び RC-900 は使⽤できません。 
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■様々な⽤途に対応する柔軟なソフトウェア 
●WAV ファイル及び MP3 ファイルの録⾳及び再⽣が可能 

CF カード、SD/SDHC カード、USB メモリーへ WAV ファイル(リニア PCM)または MP3 ファイルでの録⾳が可能です。
WAV/MP3 ファイルの再⽣も可能で、再⽣側では WAV 24bit ファイルにも対応しています。SS-CDR200 では、MP3 また
はオーディオ CD 形式での録⾳が可能です。 
※CD-R/CD-RW への WAV 形式での直接録⾳はできませんが、ファイルコピーは可能です。 
 

●独⽴したピッチコントロールノブによる+/-16%のピッチコントロール 
専⽤の PITCH つまみによる 0.1%ステップのピッチコントロール操作が可能です。ピッチ
コントロール機能では、カセットテープのピッチコントロールと同様に再⽣速度及び⾳程
が変化します。 

 
●+/-6 半⾳のキーコントロール(半⾳ステップ) 

SHIFT+PITCH つまみの操作によりキーコントロール再⽣が可能です。キーコントロール
再⽣では、再⽣速度は変化させずに⾳程のみ可変することができ、+/-6 半⾳の範囲でコ
ントロールできます。 
 

●オートキュー機能(-24〜-72dB,6dB ステップ)及びオートレディ機能 
業務⽤プレーヤーでは定番のオートキュー/オートレディ機能を搭載しています。 
オートキューは⾳の⽴ち上がりを⾃動検知し、その部分で⾃動的に⼀時停⽌します。劇場
や PA/SR 現場における⾳源の頭出し時に便利な機能です。検知レベルは-72〜-24dB の間
で任意に設定できます。(6dB ステップ) 
オートレディは、再⽣しているトラックの再⽣が終了すると次のトラックの頭で⾃動的に
停⽌する機能です。⾳源の再⽣開始タイミングを⾃分で決めたい場合や、⾳源素材の中で
1 曲しか使⽤しない場合に違う曲が誤って流れないようにすることが可能です。 
 

●電源投⼊で⾃動的に再⽣するパワーオンプレイ機能/停⽌位置から再⽣を開始するレジューム機能 
設備⽤途で便利なパワーオンプレイ/レジューム機能を搭載しています。 パワーオンプレイ機能は、電源投⼊後⾃動的に再
⽣を開始する機能です。レジューム機能は、再⽣中に停⽌するとその場所を記憶し、もう⼀度再⽣を押した際に記憶した場
所から再⽣を開始します。もちろん機能の ON/OFF も可能で、両⽅の機能を組み合わせて使⽤することも可能です。 
 

●誤操作を防ぐパネルロック機能 
運⽤中の誤操作による事故を防⽌するパネルロック機
能を搭載。フロントパネル及びリモコンからの操作を受
け付けなくなります。ただし、RC-20/RC-3F/RC-SS20
などのオプションリモコン、付属のワイヤードリモコン、
RS-232C、パラレルコントロール端⼦からの操作は可能
です。 
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■活⽤例 
●公共施設の再⽣機器 

学校や公⺠館をはじめとする公共設備の会議室など
に常設される再⽣機として最適です。この場合はコン
トロール機器にあわせてRS-232Cシリアル/パラレル
コントロール端⼦経由での外部制御が便利です。
SS-CDR200/SS-R200 に端⼦が装備されています。
他の⾳響・映像機器と連携したシステムを構築するこ
とができます。 
館内 BGM として使⽤する場合には、CF や SD カード
に記録したファイルのフォルダ再⽣やプログラム再
⽣を使⽤すると便利です。パワーオンプレイ機能を活
⽤すれば、館内の電源 ON に連動して再⽣スタート、
といった使い⽅が可能です。 
 
開演ベルや退出アナウンスのような定型⾳源の再⽣
も、RC-20 を接続してのポン出しシステムを構築すれば対応できます。MD メディア等によるスタンバイよりも少ないタイ
ムラグで定型⾳源の再⽣が可能です。回転機構がないため、使⽤回数の多くなるような⾳源でも⻑期的に安⼼して使⽤でき
ます。 
 

●結婚式場など催事場の再⽣システム 
様々な⾳源が持ち込まれる可能性があり柔軟な対応
が求められる現場です。このような会場では、他の
TASCAM 機器と組み合わせで多⽤な⾳源に対応する
ことが可能です。 近年では⼿軽に使⽤できる USB メ
モリーに⾳源を⼊れて持ち込むユーザーも多く、
『SS-CDR200』であれば 4 種類のメディアに対応で
きるため便利です。 
 
オプション RC-20 を接続することでのフラッシュス
タート再⽣が便利です。新郎新婦の⼊場にあわせて
BGM をスタートするようなシチュエーション、また、
効果⾳をメディアに書き込んでいる場合でもフラッ
シュスタート再⽣であればタイムラグなしに⾳源を
再⽣することができます。 

 
●議事録録⾳及び議事録起こし 

⾼い信頼性が求められる議事録録⾳に、ソリッドステートメディア採⽤の『SS-CDR200』/『SS-R200』/『SS-R100』は
最適です。回転機構を持たないことから振動に強く、また、メディアの容量を⼤きくすることで会議の時間に合わせた⻑時
間録⾳が可能となります。様々なリモートコントロールが可能で、すべてワイヤードリモコンなので確実な操作が可能です。  
 
『SS-CDR200』では、WAV ファイルだけでなく MP3 ファイルの CD-R 化も可能ですので、録⾳終了後すぐに CD-R を作
成し議事録起こしをするスタッフに渡すことが出来ます。議事録起こしにおいては、外部機器と接続せずヘッドフォンによ
るモニターでも実⽤的でしょう。オプションの RC-3F を接続することで、⼿ではペンを持つ、パソコンへのタイピングを⾏
うなどの作業をしながら、⾜元で再⽣、停⽌、スキップバックなどのコントロールをすることが可能です。 
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■ 機能⼀覧(SS-CDR200/SS-R200/SS-R100) 
※ ⾚字は SS-CDR200 のみの機能です。 
※ ⻘字は SS-CDR200/SS-R200 のみの機能です。 
・ CF カード、SD/SDHC、USB メモリーの録⾳再⽣が可能 
・ WAV ファイル及び MP3 ファイルの録⾳及び再⽣が可能 
・ SD カードスロット装備 (SD: 512MB 〜 2GB, SDHC: 

4GB〜32GB に対応) 
・ CF カードスロット装備 (UDMA, 512MB 〜 64GB, 

Type I のみ対応) 
・ CD-R および CD-RW への録⾳が可能 
・ ⾳の始まりで⾃動的に録⾳を開始するシンク録⾳機能 

(-74dB〜-24dB） 
・ 録⾳を継続したまま、⾃動的にファイルを更新するオー

トトラックインクリメント機能 (検出ソース：レベル、
録⾳経過時間、デジタル⼊⼒) 

・ フォルダの作成、削除、改名が可能 
・ ファイルの削除、改名、移動、複製が可能 
・ MD のように WAV ファイルの編集が可能 (DIVIDE, 

DELETE, COMBINE) 
・ ⼊⼒信号のレベルとバランスを調節可能 (-inf/-54dB 

〜 +18dB, L50 〜 R50) 
・ オーディオ CD-R 及びデータ CD-R の作成が可能 
・ ソリッドステートメディア(CF/SD/USB)から CD-R ま

たはその逆へのファイルコピーが可能 
・ ソリッドステートメディア(CF/SD/USB)同⼠でのファ

イルコピーが可能 
・ 1 秒以下のフレーム単位での表⽰/編集が可能 
・ 録 ⾳ 時 に ⾳ を 整 え る コ ン プ レ ッ サ ー 機 能 

(SOFT/HARD) 
・ CD テキストの編集が可能 
・ ファイナライズ後のディスクに再び録⾳できるアンファ

イナライズ機能（CD-RW のみ） 
・ オーディオ CD からのリッピング機能(WAV/MP3 形式) 
・ 4 種類の再⽣モード（連続再⽣、シャッフル再⽣、プロ

グラム再⽣、シングル再⽣） 
・ リピート再⽣機能（全曲/シングル/プログラム/ランダム

/A-B） 
・ タイムラグのない再⽣が可能なフラッシュスタート機能 
・ トラックの⾳の⽴ち上がりをサーチして⼀時停⽌するオ

ートキュー機能 
・ トラックの再⽣後に次のトラックの頭で⼀時停⽌するオ

ートレディ機能 
・ +/-16%のピッチコントロール機能 （0.1%ステップ） 
・ キーコントロール再⽣機能（+/-6 半⾳、半⾳ステップ） 

・ キーコントロール機能とピッチコントロール機能の併⽤
でスピードのみ可変可能 

・ 電源投⼊で⾃動的に再⽣するパワーオンプレイ機能 
・ 前回、再⽣を停⽌した位置から再⽣を開始するレジュー

ム再⽣機能 
・ ⾃動的に再⽣を開始した場所に戻って待機状態にするコ

ール機能 
・ 指定したフォルダのみを再⽣するフォルダ再⽣機能 
・ 再⽣したいファイルを登録可能なプレイリスト機能 
・ ステレオ/モノラル出⼒切替 (MONO MIX) 機能 
・ トラックの終了を予告表⽰する EOM 機能 
・ ⽤途に合わせたリモートコントローラーを接続可能  
・ PS/2 または USB キーボードを接続することでファイル

の編集、トランスポート操作、ポン出し（フラッシュス
タート）が可能 

・ ⼊⼒⾳を録⾳せずに出⼒するインプットモニター機能 
・ 最⼤6台のSS-CDR200/SS-R200/SS-R100を同期する

リンク再⽣機能 
・ リモコンのテンキーにより、トラックの経過時間を直接

指定してロケート可能なタイムサーチ機能 
・ 素早い編集作業を可能にするジョグサーチ機能 
・ 任意の位置に瞬時に移動して再⽣するスキップバック/

スキップフォワード再⽣機能 (1 ~ 60 秒) 
・ 誤操作を防⽌するパネルロック機能 
・ 電源OFF時も設定を保持するバックアップメモリー搭載 
・ パラレルコントロール端⼦経由でのフェーダースタート

に対応 
・ バックライト付 128x64 ドットマトリクス LCD 
・ ディスプレーの輝度調整機能 
・ デジタル⼊⼒にサンプリングレートコンバーター搭載

(32kHz〜48kHz 対応） 
・ RCA COAXIAL デジタル⼊出⼒端⼦(対応フォーマット

IEC60958-3:S/P DIF, IEC60958-4:AES/EBU) 
・ D-sub 25 ピン パラレルコントロール端⼦ 
・ D-sub 9 ピン RS-232C シリアルコントロール端⼦ 
・ RCA アナログアンバランス⼊出⼒端⼦ 
・ XLR アナログバランス⼊出⼒端⼦ 
・ 確実な操作ができるワイヤードリモコン標準装備 
・ 標準ホンジャックヘッドホン出⼒端⼦ 
・ EIA 1U ラックマウントサイズ 
・ RoHS 対応製品 
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■仕様 ※⾚字は SS-CDR200 のみの仕様です。※⻘字は SS-CDR200/SS-R200 のみの仕様です。
定格 
記録メディア 
 
録⾳再⽣ファイル形式 
CD-DA 
MP3 
WAV 

チャンネル数 
アナログオーディオ⼊出⼒定格 
ANALOG INPUTS (UNBALANCED) 
規定⼊⼒レベル 
最⼤⼊⼒レベル 
最⼩⼊⼒レベル 
⼊⼒インピーダンス 

ANALOG INPUTS (BALANCED) 
規定⼊⼒レベル 
最⼤⼊⼒レベル 
最⼩⼊⼒レベル 
⼊⼒インピーダンス 

ANALOG OUTPUTS (UNBALANCED) 
規定出⼒レベル 
最⼤出⼒レベル 
出⼒インピーダンス 

ANALOG OUTPUTS (BALANCED) 
規定出⼒レベル 
最⼤出⼒レベル 
出⼒インピーダンス 

デジタルオーディオ⼊出⼒定格 
DIGITAL INPUT [COAXIAL] 
フォーマット 
⼊⼒可能サンプリング周波数 

DIGITAL OUTPUT [COAXIAL] 
フォーマット 

コントロール⼊出⼒定格 
REMOTE (FRONT) 
REMOTE (REAR) 
USB 

プロトコル 
KEYBOARD 
RS-232C 
PARALLEL 

最⼤⼊⼒電圧 
ハイレベル最⼩⼊⼒電圧 
ローレベル最⼤⼊⼒電圧 
出⼒形式 
ローレベル最⼤出⼒電圧 
+5V 電源 最⼤供給電流 

 
 
 
 

 
USB メモリー (512MB – 64GB), SD card (512MB – 2GB), SDHC card (4GB – 32GB), CF 
card (512MB – 64GB, Type I のみ), CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA 
 
44.1kHz, 16bit 
44.1/48kHz, 64k/128k/192k/256k/320k bps 
44.1/48kHz, 16/24bit (24bit は再⽣のみ) 
2 チャンネル(ステレオ), 1 チャンネル(モノラル) 
 
RCA ピンジャック 
-10dBV (0.316Vrms) 
+6dBV (2.0Vrms) 
-20dBV (0.1Vrms) 以上 
22kΩ 
XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) 
+4dBu (1.23Vrms) 
+20dBu (7.75Vrms) 
-6dBu (0.39Vrms) 以上 
22kΩ 
RCA ピンジャック 
-10dBV (0.316Vrms) 
+6dBV (2.0Vrms) 
200Ω 
XLR-3-32 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) 
+4dBu (1.23Vrms) 
+20dBu (7.75Vrms) 
100Ω 
 
RCA ピンジャック 
IEC60958-3 (S/PDIF)  
32kHz 〜 48kHz 
RCA ピンジャック 
IEC60958-3 (S/PDIF), 
 
2.5mm TRS ジャック (別売 TASCAM RC-3F, RC-20 専⽤) 
3.5mm TRS ジャック (付属 TASCAM RC-SS2 専⽤) 
USB A タイプ 4 ピン 
USB2.0 HIGH SPEED (480Mbps) 
ミニ DIN コネクター (PS/2) 
D-sub 9 ピン 
D-sub 15 ピン 
+5.5V 
+3.75V 
+1.25V 
オープンドレイン (耐圧 50V, 最⼤ 50mA) 
0.5V 
100mA 
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オーディオ性能 
周波数特性 
歪率 
S/N ⽐ 
ダイナミックレンジ 
チャンネル間クロストーク 
⼀般 
電源 
消費電⼒ 
SS-CDR200 
SS-R200/SS-R100 
外形⼨法 (W x H x D)/質量 
動作温度 
付属品 
 
バックアップメモリー項⽬ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20Hz – 20kHz, ±0.5dB (JEITA)  
0.005%以下 (JEITA) 
95dB 以上 (JEITA) 
95dB 以上 (JEITA) 
95dB 以上 (JEITA) 
 
100 – 240V AC, 50 – 60Hz 
 
100V: 20W, 110-240V: 23W 
100V: 16W, 110-240V: 20W 
482.6 x 44.5 x 300.1ｍｍ, 3.7kg (SS-CDR200)/3.4kg (SS-R200/SS-R100) 
5 – 35 度 
電源コード、ワイヤードリモコン（RC-SS2）、ラックマウントビスキット、セキュリティー
ビス、保証書、取扱説明書 
ピッチコントロール機能 ON/OFF 設定、ピッチステップの設定、キーコントロール機能
ON/OFF 設定、各メニュー設定（再⽣範囲の設定、再⽣モードの設定、リピート再⽣機能の設
定、オートキュー機能の設定、オートレディ機能の設定、インクリメンタルプレー機能の設定、
モノラル再⽣の設定、EOM 機能の設定、レジューム再⽣の設定、パワーオンプレイの設定、
リンク再⽣の設定、⼊⼒ソースの設定、⼊⼒ボリュームの設定、録⾳ファイル形式の設定、シ
ンク録⾳の設定、オートトラックインクリメントの設定、ポーズモードの設定、サンプリング
レートコンバーターの設定、録⾳ファイル名の設定、コンプレッサーの設定、ディザーの設定、
ディスプレーとインジケーターの輝度設定、キーボードタイプの設定、RS-232C の設定、フ
ットスイッチの設定、デジタル出⼒の設定） 

■ ⼨法図(SS-CDR200/SS-R200/SS-R100 共通) 
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■ パラレルコントロールピン配列(SS-CDR200/SS-R200) 

 
 
 
■SS-CDR200/SS-R200/SS-R100 の差異 

 SS-CDR200 SS-R200 SS-R100
CD-R/RW ドライブ ○ X X

XLR アナログバランス⼊出⼒ ○ ○ X
D-sub 9 ピン RS-232C 端⼦ ○ ○ X
D-sub 25 ピン パラレル端⼦ ○ ○ X

※ハードウェアと連携した機能の有無は、ハードウェアの有無に依存します。(CD-SD カード間のファイルコピー
機能など) 
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■機能一覧 

●フロントパネルにXLR/TRSコンボ入力を搭載 

●マイク入力とライン入力の 2 系統を備え、同時録音が可能な 4 トラックレコーダー 

●デュアル録音機能を搭載 

●AC アダプターに加え単 3 形電池 4 本での駆動も可能、万一の AC 電源断絶時でも動作が可能な電源バックアップを実現 

●記録メディアに汎用性の高い SD/SDHC/SDXC カードを採用 

●SDXC カードは 128GB まで対応、より長時間の録音に対応可能 

●WAV/BWF フォーマットで 24bit/96kHz までのハイレゾ録音に対応 

●MP3 フォーマットでの録音にも対応し、より長時間での録音が可能 

●語学練習や議事録起こしなどに便利な 0.5 倍～1.5 倍の再生速度可変(VSA)機能を搭載 (0.1 倍ステップ) 

●ミキサー等からのバランス入力が可能な+4dBu ラインレベル、ファントム電源供給が必要なマイク（+48V）に対応した

XLR/TRS コンボ入力（ロック機構付き） 

●ミキサー等からのアンバランス入力が可能な-10dBV ラインレベルに対応した RCA 入力 

●音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能 

●録音を継続したまま、あらかじめ設定した時間や任意の位置でファイルを更新できるファイルスプリット機能 

●録音開始 2 秒前からの音を録音できるプリレック機能 

●常に最適なレベルで録音できるオートレベル機能 

●入力レベルが大きすぎる場合にその部分だけ適度なレベルに自動的に調整するリミッター機能 

●再生中にプレイボタンを一度押すだけで数秒前に戻って再生し直すことが可能なジャンプバック再生機能 

●プレイリスト機能 

●再生時、特定の位置への移動に役立つマーク機能 

●マーク機能で付けた特定の位置や任意の位置でファイルを分割するディバイド機能（WAV ファイルのみ） 

●ファイル名の形式をユーザーワードまたは日付のどちらかに設定可能 

●電源をオフにする前の再生位置を記憶しておくレジューム機能 

●3 段階のローカットフィルター(40/80/120Hz) 

●日本語表示対応 

●1U ラックマウントサイズ 
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■ 仕様 
記録メディア   SD/SDHC/SDXC (~128G) 

録音再生ファイル形式 

MP3  44.1/48kHz, 64k/128k/192k/256k/320k bps 

WAV  44.1/48/96kHz, 16/24bit 

チャンネル数  4 チャンネル(ステレオ x2) 

 

アナログオーディオ入出力定格 

ANALOG INPUTS (UNBALANCED)  RCAピンジャック 

規定入力レベル  -10dBV 

最大入力レベル  +6dBV 

最小入力レベル  -26dBV 

入力インピーダンス  10kΩ 

ANALOG INPUTS (BALANCED)  XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD),  6.3mm(1/4")TRS 標準ジャック 

LINE 時 

規定入力レベル  +4dBu 

最大入力レベル  +20dBu 

最小入力レベル  -12dBu 以上 

入力インピーダンス  10kΩ 

MIC 時 

最大入力レベル  +0dBu  GAIN”Low”時 

最小入力レベル  -67dBu 以上  GAIN”High”時 

入力インピーダンス  2.7kΩ 

 

ANALOG OUTPUTS (UNBALANCED) RCA ピンジャック 

規定出力レベル  -10dBV 

最大出力レベル  +6dBV 

出力インピーダンス  200Ω 

 

PHONES OUTPUTS   6.3ｍｍ（1/4‘）ステレオ標準ジャック 

最大出力  20mW + 20mW（32Ω負荷時、歪率：0.1％） 

 

コントロール入出力 

REMOTE (FRONT)  2.5mm TRS ジャック 

 

オーディオ性能 

周波数特性  20Hz – 20kHz, +0.5/-3dB (JEITA) 

歪率  0.01%以下 (JEITA) 

S/N 比  100dB 以上 (JEITA) 

ダイナミックレンジ  100dB 以上 (JEITA) 

チャンネル間クロストーク  100dB 以上 (JEITA) 

 

一般 

電源  100 – 240V AC, 50 – 60Hz もしくは単 3 形乾電池 4 本 

消費電力  5W 

外形寸法 (W x H x D)/質量  482.6(W) x44.1 (H) x 299.6(D)mｍ,   2.8kg（電池を含む）、2.7kg（電池を含まず） 

動作温度  5～35℃ 

付属品    AC アダプター、ラックマウントビスキット、保証書、取扱説明書 
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■外形図 
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