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No512 CD/SACD プレーヤー  
 

 

 

はじめに 
マーク・レビンソン® No512 CD/SACDプレーヤーをお買い上げいただき、

ありがとうございます。 

製品解説 No512 CD/SACDプレーヤーは、卓越した音質を目標に設計されています。

No512は、過去におけるマーク・レビンソンデザインの 良の部分を受け継

ぎ、SACDおよびPCMデータの再生をシームレスにサポートし、2チャンネ

ルオーディオ 高峰の性能を提供します。クラシックな工業デザインから

発売前の徹底的なリスニングテストまで、No512はマーク・レビンソンの高

性能要件に適合したモデルです。 

No512の 大の特長は、ハイエンドのデータ変換機能です。内部回路はノイ

ズやジッターを防ぎ信号のインテグリティを保つことに重点を置いて設計

されており、デジタル信号路とアナログ信号路の電源は別個のトロイダル

トランスによって供給されています。すべての信号は絶縁を 高にし、ク

ロストークを 小にすべく注意深く経路選択されており、アナログ出力ト

ポロジーはアナログ信号を可能な限りバランス接続しています。アナロ

グ・オーディオ回路基板は、Arlon社素材と同様の高帯域特性を備えた高性

能なNelco新素材で作成されています。 

データ変換システムのもう一つの大きな特長は、オーディオ・クロックの

取り扱いにあります。ジッターとノイズはデータ変換を不正確にすること

がありますが、クリーンなマスター・クロックにより、タイムベース・エ

ラーの少ないDA変換を実現しています。No512は、マーク・レビンソンの

Direct Digital Synthesis（DDS）技術によってオーディオ・マスター・クロッ

クのジッターを除去しています。この結果、時間基準はきわめて正確かつ

安定し、あらゆるオーディオ再生の性能と音質とを改善しています。 

システムのすべての機能は、頑丈かつ優雅なバックライト付きの金属製リ

モコンで実行できます。リモコンではトラックのプログラムやシャッフル

などの付加機能も制御可能です。 

No512は、外部制御用として、トリガー機能、シリアルポート制御、および

Ethernetポートを経由してマーク・レビンソンの他製品の制御や同期が行え

るML Netプロトコルもサポートしています。 
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はじめに Mark Levinson 

梱包内容 No512 CD/SACDプレーヤーには下記の品目が同梱されています。 

品目 数量

No512 CD/SACDプレーヤー  1 
No512リモコン（単4アルカリ電池2個付属）  1 
No512取扱説明書（本書）  1 
No512品質保証書  1 
白手袋 1組 

AC電源コード(3P-2P変換プラグ付き)  1 

製品保証 保証は製品に添付された品質保証書の規定に基づいて行われますので、保

証書をよくご覧下さい。 

仕様変更、バージョンアップなどに伴うアフターサービスは、保障期間の

有無にかかわらず有償となります。また、その際の送料はお客様負担とな

りますのでご了承下さい。 

 

 

設置方法
 

No512 CD/SACDプレーヤーの性能を 大限に活かすために、設置の際には

十分な注意が必要です。このセクションの指示や本書の注意事項をよくお

読みになり、必ず守るようにしてください。 

開梱 後で輸送する場合に備えて、すべての梱包材を保管してください。 

輸送時にNo512が破損していないかご確認ください。破損が見つかった場合

は、適切な賠償請求について正規のマーク・レビンソン販売店にお問い合

わせください。 

付属品の箱を見つけて段ボール箱から取り外してください。箱内には、本

ページの『梱包内容』表にある付属品がすべてそろっていることを確認く

ださい。足りないものがある場合は，正規のマーク・レビンソン販売店に

ご連絡ください。 
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No512 CD/SACD プレーヤー  
 

設置と換気 適切な換気を行うために、No512 CD/SACDプレーヤーを他の機器と重ねず、

単体で棚に設置してください。 

No512のシャシーをしっかりした平らで水平な面に置いてください。 

接続ケーブルはできるだけ短くなるように、No512 CD/SACDプレーヤーを

接続するコンポーネントの近くに置いてください。 

直射日光が当たらない湿気の少ない十分に換気できる場所に設置してくだ

さい。 

適切に放熱できるように、CD/SACDプレーヤーの上部に8～10cm以上のス

ペースが必要です。 

No512を厚いカーペットの上に置いたり、布をかけたりしないでください。

適切な冷却ができなくなることがあります。 

No512を高温、高湿度、蒸気、煙、湿気、大量のほこりにさらさないでくだ

さい。また、ストーブやその他の熱を発生する機器の近くに設置すること

は避けてください。 

干渉を避けるため、遮蔽されていないテレビ、FMアンテナ、ケーブル・テ

レビ・デコーダー、その他の無線周波数を発生する機器の近くにNo512を設

置しないでください。 

窓際など直射日光が当たる場所にNo512を設置しないでください。 

フロント・パネル・ディスプレイにあるIR（赤外線）送受信部の前に障害

物がないことを確認してください。リモコンのIR送信部とフロント・パネ

ル・ディスプレイの赤外線送受信部の間に障害物があると、リモコンが正

しく機能しません。赤外線受信部に太陽や蛍光灯の光が当たっていると、

リモコンの信頼性は低下します。 
 

電源要件 
No512 CD/SACDプレーヤーは出荷時に、50または60Hzの100Vの交流電源用

に設定されています。No512の動作前には、リア・パネルの電源コネクター

近くにある電源ラベルがお住まいの地域に適切な動作電圧を指しているこ

とを確認してください。 

 注 動作電圧を調整しないでください。動作電圧が適切でない場合や、転居な

どにより動作電圧を変更する必要がある場合は、正規のマーク・レビンソ

ン販売店にお問い合わせください。 

  動作電圧を変更した場合、別の電源や差し込みプラグが必要なことがあり

ます。必要な援助を受けるため、正規のマーク・レビンソン販売店までお

問い合わせください。 
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はじめに Mark Levinson 

動作状態 No512 CD/SACDプレーヤーは、連続動作が可能であり、動作状態には下記

の3種類があります。 

 オフ：フロント・パネルの電源スイッチがオフされているか、または

リア・パネルの電源コードの接続が外されている状態。 

 スタンバイ：No512の電源は入っているが、オーディオ出力はミュート

されている状態。 

 オン：No512の電源が入っていてフルに機能している状態。 

 注 No512 CD/SACDプレーヤーを移動する前には必ず、power（電源）ボタン

が切られていることを確認し、次に電源コードがリア・パネルのコネクター

およびコンセントから外されていることを確認してください。 
 

開梱 
下記の手順でNo512 CD/SACDプレーヤーを梱包から取り出します。 

1.  梱包箱を、上面が上に来るように置きます。 

2.  カッターナイフを使用して梱包箱を開き、箱の両側を持ち上げて内箱

を露出させます。 

 3.  内箱を注意深く開き、箱の両側を持ち上げて開きます。 

4.  白い付属品の箱を取り出して脇に置きます。 

5.  内箱からNo512を注意深く持ち上げて取り出します。 

6.  プレーヤーの両側から発泡材を取り外します。 

7.  No512を静電防止袋から取り出します。 

リモコン電池の交換 
No512 CD/SACDプレーヤーのリモコンには、単4乾電池が2個付属していま

す。必要に応じて乾電池を交換してください。交換には、長時間使用可能

で液もれのないアルカリ乾電池をお奨めします。 

リモコンに乾電池を入れるには、以下の手順を行います。 

1.  リモコンの底部のバッテリー・ケースのカバーを見つけます。 

2.  プラス・ドライバーを使用して、バッテリー・ケースのカバーの3本の

ネジを外し、脇に置いておきます。 

3.  バッテリー・ケースのカバーを開けます。 

4.  古い電池を取り出します。 

5.  新しい電池を、電池のプラスとマイナスを確認して正しく挿入してく

ださい。 

6.  バッテリー・ケースのカバーを取り付け、手順2で外したネジを取り付

けます。 

7.  古い電池は適切な方法で廃棄してください。 
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No512 CD/SACD プレーヤー  
 

対応ディスク 
No512 CD/SACDプレーヤーは、以下の表に示すロゴ・マークの付いたディ

スクはどれでも再生可能です。 

SACD（スーパーオーディオCD） 

 

 単層、二層またはハイブリッド・ディスク 

 12cmまたは8cmディスク 

 デジタル・オーディオ（DSD） 

 

オーディオCD 

  12cmまたは8cmディスク 

 リニアPCMデジタル・オーディオ 

CD-R/CD-RWについて オーディオCDフォーマットで録音され正しくファイナライズされたCD-R
およびCD-RWディスクは再生可能です。ただし、ディスクの品質や録音の

状態によっては、再生不能なCD-R/CD-RWディスクもあります。 

ファイナライズされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できません。 
 

 注 パソコンで録音したディスクの場合は、互換性のあるフォーマットで録音

されたものであっても、ディスク作成に使用したアプリケーション・ソフ

トの設定によって本機では再生できない場合があります。詳細については、

アプリケーションの取扱説明書を参照してください。 
 

ディスクの手入れと取り扱い 
ディスクの性能を 大限に引き出すためには、手入れと取り扱いに注意す

る必要があります。以下の点に特にご注意ください。 

ディスクを保管ケースから取り出すには、ケースの中央部を押しながら

ディスクの縁を注意深く持って持ち上げます。 

 

ディスクは、中央の穴と外側の縁を持ってください。ディスクの表面には

触れないようにしてください。 

片面ディスクはラベル面を上にして挿入し、両面ディスクは再生する面を

下にして挿入してください。ディスクは必ず、ディスク・トレイ内の円形

ガイドのいずれかに合わせてセットしなければなりません。 

使用しない時はディスクをケースに入れてください。ディスクは直射日光、

および極端な高温、湿気、低温を避け、立てた状態で保管してください。

長時間の高温下ではディスクが反ってしまうことがあります。 

 

ディスクが汚れたら、柔らかい乾燥した布でディスクの録音面を、中心の

穴から外縁に向かって垂直方向に注意深く拭いて清掃します。 
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はじめに Mark Levinson 

 注 汚れたディスクや破損したディスクを使用すると、再生性能の低下やプ

レーヤーの破損のおそれがあります。ひびや傷、欠けた部分のあるディス

ク、曲がったディスク、汚れたディスク、破損したディスクをディスク・

トレイに入れないでください。 
 

レコードスプレー、静電防止スプレーまたは防止液、ベンジンやシンナー

を使用してディスクを清掃しないでください。この種の化学薬品はディス

クのプラスチック面に回復不能な損傷を与えることがあります。 

特殊な形のディスクはプレーヤーを損傷することがあるので、使用しない

でください。8cmディスクは、ディスク・トレイに正しく挿入できるものな

らば使用できます。 

 

ボールペン、鉛筆、他の先端が鋭い筆記具で、ディスクのラベル面や表面

に書き込みをしないでください。ディスクに紙やステッカーを貼らないで

ください。記録面ほど壊れやすくはありませんが、ディスクのラベル面が

破損するとディスクを再生できなくなることがあります。 

 

 注 No512はシングル・ディスク・プレーヤーです。ディスク・トレイに一度

に複数のディスクを入れないでください。プレーヤーやディスクが破損す

るおそれがあります。 
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各部の名称とはたらき 

フロントパネルの概要 
図に示すNo512のフロント・パネルの番号は、以下の一覧の番号と対応して

います。 

 

8.  pause（一時停止）ボタン 

9.  standby（スタンバイ）ボタン

10.  next（次へ）ボタン 

11.  previous（前へ）ボタン 

12.  ディスク・トレイ 

13.  drawer（トレイ開閉）ボタン 

14.  cd/sacd切り替えボタン 

15.  power（電源）ボタン 

 

1.  time（タイム）ボタン 

2.  repeat（リピート）ボタン 

3.  display（ディスプレイ）ボ

タン 

4.  フロント・パネル・ディス

プレイ、IR受信部 

5.  LEDインジケーター 

6.  stop（停止）ボタン 

7.  play（再生）ボタン 

 

1. timeボタン フロント・パネル・ディスプレイの時間表示モードを選びます。timeボタン

を繰り返し押すと4種類の時間モードを切り替えられ、現在選択されている

モードはtime on disc（ディスク時間）とtime remaining（残り時間）LEDイン

ジケーターに表示されます。時間表示選択の詳細については、後出の『フ

ロント・パネル・ディスプレイ』のセクションを参照してください。 
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2. repeatボタン 通常再生モードと、トラック・リピートとディスク・リピートの2種類のリ

ピートモードの切り替えを行います。repeatボタンを繰り返し押すことでこ

れらのモードが選択できます。モードを新しく選択すると、フロント・パ

ネル・ディスプレイは選択確認のため、“REPEAT OFF（リピート・オフ）”、

“REPEAT TRK（リピート・トラック）”、“REPEAT DSC（リピート・

ディスク）”のいずかのメッセージを短時間表示します。トラック・リピー

トまたはディスク・リピートを選ぶと、それぞれフロント・パネルのtrack 
repeat（トラック・リピート）またはdisc repeat（ディスク・リピート）LED
が点灯します。 

リピートモードでは、1曲のトラックまたはディスク全体が繰り返し再生さ

れます。リピート再生は、repeatボタンを押してリピートモードを解除する

か、ディスクを取り出すか、またはstopボタンを押すまで続きます。 

3. displayボタン フロント・パネル・ディスプレイおよびLEDインジケーターの輝度を調節し

ます。displayボタンを繰り返し押すと輝度が切り替えられます。オフの場合

は、どれかのキーを押すとディスプレイは中度の明るさで数秒間だけ点灯

してから消灯しますので、実行した動作のみを表示させることができます。 

 注 displayボタンをオフにすると、フロント・パネルのLEDインジケーターは

選択状態にあるもののみが 低レベルの輝度で点灯します。 
 

 

4. フロント・パネル・ディスプレイ、IR受信部 
16桁表示のディスプレイは、コントロール情報、ステータス情報および現

在のトラックとディスクに関する情報を表示します。ディスプレイに表示

される情報の種別は、ディスプレイ上でそれが表示される位置によって判

別できます。詳細については、次セクション『フロント・パネル・ディス

プレイ』を参照してください。 

No512のリモコンから送信される赤外線コマンドは、ディスプレイの背後に

あるIR受信部によって受信されます。No512のリモコンとフロント・パネル

上のIR受信部との間の見通し線上に障害がある場合には、リモコンの信頼

性が低下することがあります。 
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5. LEDインジケーター 何らかの条件が選択されると、その設定情報を点灯表示します。 

各LEDは、下記の場合に点灯します。 

 disc repeat（ディスク・リピート）- ディスク上の全トラックがリピー

トされている時 

 track repeat（1トラック・リピート）- 現在再生中のトラックがリピー

トされている時 

 volume fixed（固定音量）- 音量が固定にセットされている時 

 sacd- SACDディスクが挿入され、SACDレイヤーが再生されている時 

 time on disc（ディスク時間）- 現在再生中のディスクの再生経過時間が

表示されている時 

 time remaining（残り時間）- ディスクで再生される残り時間が表示さ

れている時 

各LEDのより詳細な説明については、本説明書中のそれぞれの関連機能の説

明文を参照してください。 

6. stopボタン 挿入されているCDまたはSACDの再生を停止します。 
 

 

7. playボタン 挿入されているCDまたはSACDの再生を開始します。新しく挿入された

ディスクの場合は、playボタンを押すとディスクの再生が 初のトラックか

ら始まります。ディスクが一時停止している時には、playボタンを押すと再

生は一時停止された位置から始まります。 

ディスク・トレイが開いている時にplayボタンを押すと、トレイは閉じ、ディ

スクが挿入されている場合にはその再生が開始します。 

No512プレーヤーにはサポートされていないディスクフォーマットがあり

ます。詳細については本説明書の前出『対応ディスク』のセクションを参

照してください。 

No512プレーヤーは特殊な形のディスク再生はサポートしていませんが、

8cmディスクの場合は、ディスク・トレイに正しくセットできるものならば

使用できます。 

8. pauseボタン pauseボタンを押すと再生はトラックで現在再生されているポイントで一時

停止します。プレーヤーが一時停止モードに入ると、フロント・パネル・

ディスプレイの左端に一時停止表示（ ）が点灯します。 

プレーヤーの一時停止モードを解除するには、pauseボタンを再び押すかま

たはplayボタンを押します。一時停止表示（ ）は消灯し、ディスクの再生

は一時停止されたポイントから再開します。 
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各部の名称とはたらき Mark Levinson 

9. standbyボタン スタンバイ状態を起動または停止します。No512が動作状態にある時には

standbyボタンのすぐ上のstandby LEDインジケーターが点灯し、No512がス

タンバイ状態に入るとゆっくり点滅します。No512のスタンバイ状態を解除

するには、standby、drawerまたはplayボタンを押します。 
 

10. nextボタン ディスクの次のトラックにスキップするか、またはディスクを早送り（ ）

します。 

トラックをスキップするには：このボタンを1回押すと次のトラックの頭ま

で進みます。 

ディスクを早送りするには：このボタンを1秒以上長押ししてから放すと、

No512はオーディオの断片を演奏しながら通常の再生速度の2倍速でディス

クを早送りします。フロント・パネル・ディスプレイには早送り表示（＞）

が１つ点灯します。 

早送り速度は2倍速、4倍速、8倍速の3通りに切り替えられ、それぞれ選択

された速度はディスプレイ上の早送り表示矢印の追加によって表示されま

す。早送りの速度を増大するには、このボタンを１秒以上長押ししてから

放します。この動作を繰り返すことで、早送り速度は2倍速、4倍速、8倍速、

オフの順に切り替わります。オフではNo512の再生速度は通常再生モードの

速度に戻ります。 

 
11. previousボタン ディスクの現在のトラックを 初から再生するか、またはディスクを早戻

し（ ）します。 

現在のトラックを 初から再生するには：このボタンを1回押すと現在のト

ラックの頭まで戻ります。previousボタンを押すのが現在のトラックの開始

後1秒以内の場合は、再生位置は直前のトラックの頭まで戻ります。 

ディスクを早戻しするには：このボタンを1秒以上長押ししてから放すと、

No512はオーディオの断片を演奏しながら通常の再生速度の2倍速でディス

クを早戻しします。フロント・パネル・ディスプレイには早戻し表示（＜）

が１つ点灯します。 

早戻し速度は2倍速、4倍速、8倍速の3通りに切り替えられ、それぞれ選択

された速度はディスプレイ上の早送り表示の矢印の追加によって表示され

ます。早戻しの速度を増大するには、このボタンを１秒以上長押ししてか

ら放します。この動作を繰り返すことで、早戻し速度は2倍速、4倍速、8倍
速、オフの順に切り替わります。オフではNo512の再生速度は通常再生モー

ドの速度に戻ります。 

12. ディスク・トレイ 頑丈なアルミニウム製で、通常はdrawerボタンを押すと開閉できます。 

トレイは前の縁を内部に向かって軽く押しても閉じられます。No512は、軽

く押す圧力はトレイを閉じることの要求だと解釈します。 

 注 ディスク・トレイを無理に閉じないでください。プレーヤーに損傷を与え

ることがあります。 
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13. drawerボタン ディスク・トレイをコントロールするボタンで、押すとトレイを開くかま

たは閉じることができます。 

Drawerボタンを用いてトレイを閉じた場合、ディスクが挿入されていても

演奏は開始されません。演奏を開始させるには、playボタンを押してくださ

い。 

14. cd/sacdボタン SACDディスクのレイヤーの切り替えが行えます。SACDディスクが 初に

挿入された時点では、No512は自動的に2チャンネルSACDレイヤーを選択し

ます。 

SACDディスクが交互レイヤーを持つハイブリッド・ディスクの場合は、

cd/sacdボタンを繰り返し押すことで2チャンネルSACDレイヤーからマルチ

チャンネルSACDレイヤー、CDレイヤーへと切り替えできます。マルチチ

ャンネルレイヤーを選択すると、オーディオは2チャンネル出力にダウンミ

キシングされます。 

 注 SACDディスクの再生時には、SACDレイヤーの出力はアナログ・オーディ

オのみになります。ただし、CDレイヤーは通常デジタルまたはアナログの

どちらでも出力できます。 
 

プレーヤーにSACDディスクが挿入されると、フロント・パネル・ディスプ

レイの下にあるsacd LEDインジケーターが点灯します。ディスクのCDレイ

ヤーを選択すると、sacd LEDインジケーターは消灯します。  

SACDディスクの再生が開始した後は、cd/sacdボタンは無効になります。

SACDの各レイヤーを選択できるのはプレーヤーが停止モードにある間だ

けです。 

 注 プレーヤーに通常のCDが挿入された場合にはこのボタンは無効になり、何

の働きもしません。 
 

15. powerボタン リア・パネルの電源コネクターとコンセントが付属の電源コードで接続さ

れている時、No512の電源入力はこのボタンでコントロールできます。 

 注 No512の動作前には、リア・パネルの電源コネクター近くにある電源ラベ

ルが使用する電源コンセントの電圧に適切な動作電圧を指していることを

確認してください。 
 

 No512の電源がオフのときにpowerボタンを押すと、AC電源が供給され、

No512はスタンバイ状態になります。 

 No512の電源がオンまたはスタンバイ状態のときにpowerボタンを押す

と、No512の電源がオフになります。 
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各部の名称とはたらき Mark Levinson 

フロント・パネル・ディスプレイ 
No512 CD/SACDプレーヤーのフロント・パネル・ディスプレイは、表示コ

ントロール、トラックおよび状態を16桁のフィールドで表示できます。下

図に示すように、ディスプレイに表示された情報の位置に応じて表示され

た情報の種類が判別できます。 

 メッセージ領域 

特殊モード・インジケータ 時間インジケーター トラック 
番号 

特殊モード・インジケータ フロント・パネル・ディスプレイの 初の4つのフィールドは、一時停止、

早送り、早戻しの各モードの表示に使用されています。 

 一時停止モードに入ると、上図で示された位置に一時停止表示（ ）

が点灯します。 

 早送りモードに入ると、 初の3桁には早送り表示（＞）が点灯します。

この矢印の数は、3種類のうち現在使用中の早送り速度を示します（＞、

＞＞または＞＞＞）。 
 

 早戻しモードに入ると、 初の3桁には早戻し表示（＜）が点灯します。

この矢印の数は、3種類のうち現在使用中の早戻し速度を示します（＜、

＜＜または＜＜＜）。 

トラック番号 ディスプレイの6番目と7番目のフィールドは、トラック番号の表示に使用

されています。 

 ディスクが挿入されておりNo512が再生モードの場合は、ディスプレイ

には現在再生中の曲のトラック番号が表示されます。 

 ディスクが挿入されておりNo512が停止モードの場合は、ディスプレイ

には挿入されているディスクの総トラック数が表示されます。 
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No512 CD/SACD プレーヤー  
 

時間インジケーター ディスプレイの8番目から13番目までのフィールドは、トラック時間情報の

表示に使用されます。 

ディスクの再生中には4種類の時間モードを切り替えられ、その設定に応じ

てtime on disc（ディスク時間）とtime remaining（残り時間）LEDインジケー

ターが点灯します。トラック時間情報はすべて分秒単位で表示されます。 

利用できる時間モードは下記の4種類です。 

 トラック経過時間：現在再生中のトラックの 初からの経過時間を示

します。time on discとtime remainingのLEDインジケーターは両方とも消

灯します。これがどのディスクでも 初に表示されるデフォルト情報

です。 

 トラック残り時間：現在再生中のトラックの残りの再生時間を示しま

す。time remaining LEDインジケーターのみが点灯します。 

 ディスク経過時間：現在再生中のディスクの 初からの合計経過時間

を示します。time on disc LEDインジケーターのみが点灯します。 

 ディスク残り時間：現在再生中のディスクの残りの再生時間を示しま

す。time on discとtime remainingのLEDインジケーターが両方とも点灯し

ます。 

No512は、新しい時間モードが選択されるまで、ディスクが取り出されるま

で、またはstopボタンが押されるまで、同じ時間情報を表示し続けます。ディ

スクが挿入されておりNo512が停止モードの場合は、時間インジケーターは

ディスクの総再生時間を表示します。 

 時間インジケーターのモードは、フロント・パネルまたはリモコンのtime
ボタンで切り替えられます。このボタンを繰り返し押すと4種類のモードが

切り替えられ、現在時点で選択されているモードは time on discと time 
remainingのLEDインジケーターによって示されます。 

 注 プログラム・モードまたはシャッフル・モードでは、トラック経過時間と

トラック残り時間のみが選択可能になります。 
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各部の名称とはたらき Mark Levinson 

リア・パネルの概要 
図に示すNo512のリア・パネルの番号は、以下の一覧の番号と対応しています。 

 

 

 

 

 

 

1.  analog outputs（アナログ出力）

2.  digital outputs（デジタル出力）

3.  Ir input（赤外線入力） 

4.  RS-232コントロール・ポート

5.  Ethernetポート 

6.  trigger in/out（トリガー入出力）

7.  AC入力 

1. analog outputsコネクター 
ステレオ・アナログ・オーディオ出力用に、2つのバランスXLRコネクター

および2つのシングルエンド（アンバランス）RCAコネクターがあります。 

 
バランス（オス XLR）入力コネクター 
端子割当て 

 ピン 1：信号 GND 
 ピン 2：信号＋（非反転） 
 ピン 3：信号―（反転） 
コネクターシェルはシャシー接地さ

れています。 

メスXLR入力コネクターの端子割当ては、左図に示すように、AES規格に準

拠しています。ご使用のプリアンプの取扱説明書を参照して、その出力端

子割当てがマーク・レビンソンNo512 CD/SACDプレーヤーと合致している

かを確認してください。もし合致していない場合は、適切な入力端子が対

応する出力端子に接続されるようにケーブルを配線しなおしてください。 

 

 

2. digital outputsコネクター 
デジタル出力用に、XLR(AES/EBU)コネクターとRCA(S/PDIF)コネクターが

1つずつあります。 
 

3. Ir inputコネクター 他のコンポーネントからのIR（赤外線）信号を入力します。3.5mmジャック

にはステレオ・プラグまたはモノ・プラグのどちらでも接続できます。 
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4. RS-232コントロール・ポート 
標準のRS-232接続によるシリアル制御が行えます。詳細については正規輸

入代理店までお問い合わせください。 
 

5. Ethernetポート 標準のEthernet網を経由した外部制御またはML Net制御をサポートしてい

ます。Ethernetポートの設定および利用方法については、正規輸入代理店ま

でお問い合わせください。 
 

6. trigger in/outコネクター 
ホーム・エンターテインメント・システム内のアンプ、照明、ウィンドウ・

シェードやビデオ・スクリーンなどのその他のコンポーネントの起動に使

用します。No512のリア・パネルには、入力用、出力用各1つのトリガー・

コネクターがあります。trigger inコネクターは接続されたコンポーネントか

らDC 12V信号を受信し、入力信号をtrigger outコネクターから出力するので、

複数の機器をデイジーチェーン接続して1つのトリガー信号でコントロー

ルすることができます。 

No512は、トリガー信号を受信すると電源状態を切り替えます。No512がス

タンバイ状態にあった場合は、trigger inにDC 12V信号を受信するとオン状

態に切り替わります。逆にNo512がオン状態にあった場合は、trigger inにDC 
0V信号を受信するとスタンバイ状態に切り替わります。 

 
trigger out信号は、No512の電源がオン状態になるとDC 12Vが出力され、ス

タンバイまたはオフ状態になると出力はDC 0Vになります。 

7. 電源コネクター 付属の電源コードがNo512のリア・パネルの電源コネクターとコンセントに

接続されている時、No512の電源はここから入力されます。 

 注 No512の動作前には、リア・パネルの電源コネクター近くにある電源ラベ

ルが使用する電源コンセントの電圧に適切な動作電圧を指していることを

確認してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



各部の名称とはたらき Mark Levinson 

リモコンの概要 
図に示すNo512のリモコンの番号は、以下の一覧の番号と対応しています。 

 

 

 9.  display intensity（ディスプレイ

輝度）ボタン 

10.  light（ライト）ボタン 

11.  standby（スタンバイ）ボタン

12.  （前へ）/ （次へ）ボタン

13.  shuffle（シャッフル）ボタン 

14.  repeat（リピート）ボタン 

15.  mute（ミュート）ボタン 

16.  program（プログラム）ボタン

17.  volume fix/var（音量固定/可変）

ボタン 

1.  drawer（トレイ開閉）ボタン 

2.  （早戻し）/ （早送り）ボ

タン 

3.  基本操作ボタン：pause（一時

停止）、play（再生）、stop（停

止） 

4.  time（タイム）ボタン 

5.  volume（音量）ボタン 

6.  sacd/cdボタン 

7.  clear（クリア）ボタン 

8.  数字ボタン（0～9、+10） 
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1. drawerボタン ディスク・トレイをコントロールするボタンで、押すとトレイを開くかま

たは閉じることができます。トレイは前の縁を内部に向かって軽く押して

も閉じられます。No512は、軽く押す圧力はトレイを閉じることの要求だと

解釈します。 

 注 トレイは無理な力で閉じようとしないでください。プレーヤーを損傷する

ことがあります。 
 

No512は特殊な形のディスク再生はサポートしていませんが、8cmディスク

の場合は、ディスク・トレイに正しくセットできるものならば使用できます。 

drawerボタンを用いてトレイを閉じた場合、ディスクが挿入されていても演

奏は開始されません。演奏を開始させるには、playボタンを押してください。 

2. （早戻し）／ （早送り）ボタン 
ディスクの早戻し（ ）または早送り（ ）が行えます。 

早戻しするには：早戻し（ ）ボタンを押してから放します。No512はオーディ

オの断片を演奏しながら通常の再生速度の2倍速でディスクを早戻しします。

フロント・パネル・ディスプレイには早戻し表示（＜）が１つ点灯します。 

早送りするには：早送り（ ）ボタンを押してから放します。No512はオー

ディオの断片を演奏しながら通常の再生速度の2倍速でディスクを早送り

します。フロント・パネル・ディスプレイには早送り表示（＞）が１つ点

灯します。  

早戻しと早送りの速度は2倍速、4倍速、8倍速の3通りに切り替えられ、そ

れぞれ選択された速度はディスプレイ上の早送り表示の矢印の追加によっ

て表示されます。速度を増大するには、 または ボタンを１秒以上長押

ししてから放します。この動作を繰り返すことで、速度設定は2倍速、4倍
速、8倍速、オフの順に切り替わります。オフではNo512の再生速度は通常

再生モードの速度に戻ります。 

3. 基本操作ボタン pause（ 一時停止）、play（ 再生）、stop（■停止）をコントロールします。 

pause（ 一時停止）：再生はトラックで現在再生されているポイントで一

時停止します。プレーヤーが一時停止モードに入ると、フロント・パネル・

ディスプレイの一時停止表示（ ）が点灯します。No512の一時停止モード

を解除するには、pauseボタンを再び押すかまたはplayボタンを押します。

一時停止表示（ ）は消灯し、ディスクの再生は一時停止されたポイント

から再開します。 

play（ 再生）：挿入されているCDまたはSACDの再生を開始します。新し

く挿入されたディスクの場合は、playボタンを押すとディスクの再生が 初

のトラックから始まります。ディスクが一時停止している時には、playボタ

ンを押すと再生は一時停止された位置から始まります。 

ディスク・トレイが開いている時にplayボタンを押すと、トレイは閉じ、ディ

スクが挿入されている場合にはその再生が開始します。 

No512がスタンバイ状態の時にplayボタンを押すと、スタンバイ状態は終了

します。プレーヤーにディスクが挿入されていてスタンバイ状態にある場合

は、No512のスタンバイ状態が終了するとそのディスクの再生が開始します。 

stop（■停止）：挿入されているCDまたはSACDの再生を停止します。stop
ボタンはシャッフル・モードの解除にも使用できます。 
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4. timeボタン フロント・パネル・ディスプレイの時間表示モードを選びます。timeボタン

を繰り返し押すと4種類の時間モードを切り替えられ、現在選択されている

モードはtime on disc（ディスク時間）とtime remaining（残り時間）LEDイン

ジケーターに表示されます。時間表示選択の詳細については、前出の『フ

ロント・パネル・ディスプレイ』のセクションを参照してください。 
 

5. volumeボタン 音量可変モードがセットされている場合に、No512のオーディオ出力レベル

をコントロールします。上（▲）ボタンを押すと音量レベルが増加し、下

（▼）ボタンを押すと減衰します。 
 

6. sacd/cdボタン SACDディスクのレイヤーの切り替えが行えます。SACDディスクが 初に

挿入された時点では、No512は自動的に2チャンネルSACDレイヤーを選択し

ます。 

SACDディスクが交互レイヤーを持つハイブリッド・ディスクの場合は、

sacd/cdボタンを繰り返し押すことで2チャンネルSACDレイヤーからマルチ

チャンネルSACDレイヤー、CDレイヤーへと切り替えできます。マルチチ

ャンネルレイヤーを選択すると、オーディオは2チャンネル出力にダウンミ

キシングされます。 

 注 SACDディスクの再生時には、SACDレイヤーの出力はアナログ・オーディ

オのみになります。ただし、CDレイヤーは通常はデジタルまたはアナログ

のどちらでも出力できます。 

 

 

プレーヤーにSACDディスクが挿入されると、フロント・パネル・ディスプ

レイの下にあるsacd LEDインジケーターが点灯します。ディスクのCDレイ

ヤーを選択すると、sacd LEDインジケーターは消灯します。 

SACDディスクの再生が開始した後は、sacd/cdボタンは無効になります。

SACDの各レイヤーを選択できるのはプレーヤーが停止モードにある間だ

けです。 

 注 プレーヤーに通常のCDが挿入された場合にはこのボタンは無効になり、何

の働きもしません。 
 

7. clearボタン プログラムに 後に入力されたトラックを消去します。このボタンはプロ

グラム・モードの起動時のみ有効です。 
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8. 数字ボタン 0～9、および+10ボタンで構成されたキーパッドで、トラック番号の入力に

使用します。ディスクが挿入されている時に数字ボタンで番号を入力する

と、その番号のトラックの再生が自動的に開始します。 

0～9までのボタンでは対応する番号のトラックを再生できます。10番以上

のトラックを入力するには、 初に+10ボタンを押してから0～9までのどれ

かの数字ボタンを押します。2番目の数字が数秒以内に入力されないと、表

示された数字はトラックを変更することなく消去されます。 

+10ボタンを複数回押すと、番号の1桁目の数字が加算できます。たとえば、

トラック23を再生したい場合には、+10ボタンを2回押してから3ボタンを押

してください。 

9. display intensityボタン No512フロント・パネル・ディスプレイおよびフロント・パネルのすべての

LEDインジケーターの輝度を調節します。display intensityボタンを繰り返し

押すと輝度が高、中、低、オフの順に切り替えられます。 

ディスプレイ設定がオフの場合は、どれかのキーを押すとディスプレイは

中度の明るさで数秒間だけ点灯してから消灯しますので、実行した動作の

みを表示させることができます。 

 注 display intensityボタンをオフにすると、フロント・パネルのLEDインジ

ケーターは選択状態にあるもののみが 低レベルの輝度で点灯します。 
 

 

10. lightボタン No512のリモコンのバックライトが点灯します。数秒間の点灯後、バックラ

イトは自動的に消灯します。 
 

11. standbyボタン スタンバイ状態を起動または停止します。No512が動作状態にある時には

standbyボタンのすぐ上のstandby LEDインジケーターが点灯し、No512がス

タンバイ状態に入るとゆっくり点滅します。No512のスタンバイ状態を解除

するには、standby、drawerまたはplayボタンを押します。 
 

12. （前へ）／ （次へ）ボタン 
ディスクの現在のトラックを 初から再生するか（ ）、または次のトラ

ックに進んで 初から再生します（ ）。 

現在のトラックを 初から再生するには： （前へ）ボタンを1回押すと現

在のトラックの頭まで戻ります。 （前へ）ボタンを押すのが現在のトラ

ックの開始後1秒以内の場合は、再生位置は直前のトラックの頭まで戻りま

す。 

次のトラックに進んで再生するには： （次へ）ボタンを1回押すと次のト

ラックの頭まで進みます。 
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13. shuffleボタン 挿入されているディスクのトラックをランダムに並べ替えて新しいプレイ

リストを作成できます。トラックの再生順序を並べ替えるには、shuffleボタ

ンを押します。フロント・パネル・ディスプレイは“SHUFFLING（シャッ

フル中）”というメッセージを表示し、再生は自動的に開始します。シャ

ッフル・モードを解除するには、stopボタンを押します。 

シャッフル・モードは、No512が停止モードであるか、またはディスクの再

生中に起動できます。シャッフル・モードが選択されている時には、使用

できなくなるボタンや機能があります。 

シャッフル・モードは 大30のトラックをランダムに並べ替えます。31ト
ラック以上が記録されているディスクでは、選択されないトラックが生じ

ます。 

14. repeatボタン 通常再生モードと、トラック・リピートとディスク・リピートの2種類のリ

ピートモードの切り替えを行います。repeatボタンを繰り返し押すことでこ

れらのモードが選択できます。モードを新しく選択すると、フロント・パ

ネル・ディスプレイは選択確認のため、“REPEAT OFF（リピート・オフ）”、

“REPEAT TRK（リピート-トラック）”、“REPEAT DSC（リピート-ディ

スク）”のどれかのメッセージを短時間表示します。トラック・リピート

またはディスク・リピートを選ぶと、それぞれフロント・パネルのtrack repeat
（トラック・リピート）またはdisc repeat（ディスク・リピート）LEDが点

灯します。 

リピートモードでは、1つのトラックまたはディスク全体が繰り返し再生さ

れます。リピート再生は、repeatボタンを押してリピートモードを解除する

か、ディスクを取り出すか、またはstopボタンを押すまで続きます。 

 

15. muteボタン オーディオ出力をミュートします。muteボタンを押すと、フロント・パネ

ル・ディスプレイは“Full Mute（フル・ミュート）”というメッセージを

短時間表示し、出力はミュートされます。muteボタンを再度押すと音量は

元のレベルに戻ります。ミュート機能は、音量可変モードがセットされて

いる場合のみ利用でき、その他の場合には無効になります。 
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16. programボタン CDまたはSACDのプレイリストのカスタマイズが行えます。この機能は

ディスクが挿入されている間だけ利用できます。1枚のディスクからは 高

30のトラックがプログラムできます。 

プレイリストを選択するには、programボタンを押します。フロント・パネ

ル・ディスプレイは“PGM MODE（プログラム・モード）”というメッセー

ジを表示し、プレーヤーがプログラム・モードに入っていることを示しま

す。ディスプレイは続いて、現在プログラムされているトラックがないこ

とを示す“0 PGM 0”というプログラム・メッセージを表示します。 

プログラムにトラックを追加するには、数字ボタンを使用して個々のトラ

ック番号を入力します。1つのトラック番号が入力されるたびに、ディスプ

レイはそのトラックの番号と時間を表示します。続いて、 初の数字は

後にプログラムされたトラック番号、 後の数字はプログラムされたトラ

ックの合計数を示すプログラム・メッセージが表示されます。トラックの

プログラムが完了したら、playボタンを押して再生を開始できます。 

clearボタンを押すと 後に入力したトラックをプログラムから消去できま

す。プログラム全体を解除するには、programボタンまたはdrawerボタンを

押します。プログラムが解除されるとプレーヤーは通常動作に戻り、プロ

グラムはメモリから削除されます。 

プログラム・モードはディスクの再生中にも起動できます。programボタン

を押すと現在再生中のトラックがプログラムの 初のトラックとして入力

されます。ディスクの他のトラックは、数字ボタンを使用してプログラム

に追加入力できます。 

トラックのプログラムが完了すると、ディスク内でプログラムされなかっ

たトラックは、プログラムに追加入力されるか、またはプログラム・モー

ドが解除されるまでは再生できなくなります。 
 

17. volume fix/varボタン 音量は固定するかまたは可変にセットできます。選択されている音量モー

ドは、フロント・パネル・ディスプレイの下のvolume fixed LEDインジケー

ターによって表示されます。 

volume fixed LEDインジケーターが消灯している場合、音量は可変であり、

リモコンのvolume上（▲）/下（▼）ボタンで変更できます。音量可変モー

ドでは、音量レベルを0（オフ）～73.2（ 大音量）の間で減衰できます。

No512がスタンバイ状態を解除されるかまたはオンされた時、または音量

モードが固定から可変に切り替えられた時、音量可変のレベルはデフォル

ト値の30にセットされます。 

音量の固定/可変の切り替えは、プレーヤーが停止モードの状態で行います。

ボタンを長押ししますと現在の設定状態を表示します。もう一度ボタンを

押すと切り替わります。設定の途中でも数秒で表示は通常の表示に戻りま

すので、その際は同様の操作を行って下さい。 

volume fixed LEDインジケーターが点灯している間、音量は固定レベルにセ

ットされ、リモコンのvolumeボタンでは変更できなくなります。固定レベ

ルはライン・レベルの61.2であり、有効な対象はアナログ出力のみです。こ

のモードは、ご使用のプリアンプまたはメディア・コンソールの備えてい

るシステム全体の音量コントロール機能をご利用になる場合にのみ推奨し

ます。 

 注 SACDディスクではレイヤーによって音量レベルが異なっている場合があ

ります。音量が突然大きく変化するのを避けるため、レイヤー切り替え前

には音量を下げておくことをお奨めします。 
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お使いになる前に 

初期設定 
プレーヤーはアナログ出力またはデジタル出力の接続が可能です。下記の

うちから適当な設定手順を実施してください。 

アナログ出力のプリアンプへの接続設定 
No512のアナログ・オーディオ出力のプリアンプへの接続を設定するには、

下記の手順を実施してください。必要に応じて左図も参照してください。 
No512 CD/SACD プレーヤー 

 
ご使用のプリアンプ等 

No512 CD/SACD プレーヤー 

 
ご使用のプリアンプ等 

アナログ・シングル・エンド接続 

アナログ・バランス接続 

左 - RCA 

右 - RCA 

左 - XLR 
右 - XLR 

1.  接続の前に、全てのコンポーネントの電源がオフであることを確認し

ます。 

2.  No512リア・パネルのanalog output のright（右）コネクターとプリアン

プのリア・パネルのアナログ入力（右）コネクターの間に、オーディ

オ・ケーブルを接続します。RCAコネクターまたはXLRコネクターの

どちらかが使用できます。 

3.  No512リア・パネルのanalog output のleft（左）コネクターとプリアン

プのリア・パネルのアナログ入力（左）コネクターの間に、オーディ

オ・ケーブルを接続します。RCAコネクターまたはXLRコネクターの

どちらかが使用できます。 

4.  No512プレーヤーの電源をオンします。 

5.  プリアンプの電源をオンします。 

6.  パワー・アンプの電源をオンします。 

7.  すべてのコンポーネントが初期化プロセスを完了し、電源が完全にオ

ンされるまで待ってください。 

8.  No512のフロント・パネルのdrawerボタンを押してディスク・トレイを

開きます。 

9.  トレイにCDまたはSACDディスクをセットします。ディスクはデータ

面が下向きでトレイの正しい位置に置かれていることを確認します。 

10.  drawerボタンを押してトレイを閉じます。 

11.  ディスクが挿入されたら、playボタンを押します。 

これで 初のトラックの再生が開始します。 

もし音が出ない場合は、ご使用のプリアンプ等の取扱説明書に従い接続や

操作を確認してください。 
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アナログ出力のパワー・アンプへの接続設定 
No512のアナログ・オーディオ出力のパワー・アンプへの直接接続を設定す

るには、下記の手順を実施してください。必要に応じて左図も参照してく

ださい。 
アナログ・シングル・エンド接続 

No512 CD/SACD プレーヤー 

 
ご使用のパワー・アンプ 

右 - XLR 

左 - XLR 

1.  接続の前に、全てのコンポーネントの電源がオフであることを確認し

ます。 

2.  No512リア・パネルのanalog output のright（右）コネクターとアンプの

リア・パネルのアナログ入力（右）コネクターの間に、オーディオ・

ケーブルを接続します。RCAコネクターまたはXLRコネクターのどち

らかが使用できます。 

3.  No512リア・パネルのanalog output のleft（左）コネクターとアンプの

リア・パネルのアナログ入力（左）コネクターの間に、オーディオ・

ケーブルを接続します。RCAコネクターまたはXLRコネクターのどち

らかが使用できます。 

4.  No512プレーヤーの電源をオンします。 

5.  音量モードが固定ではないことを確認します。フロント・パネルの

volume fixed LEDインジケーターは消灯していなければなりません。 

警告: 音量モードが固定になっているとvolumeおよびmuteボタンは機能

しないので、ディスクが再生されてから音量を下げる方法はなくなります。 

アナログ・バランス接続 
No512 CD/SACD プレーヤー 

 
ご使用のパワー・アンプ 

右 - RCA 

左 - RCA 

6.  パワー・アンプの電源をオンします。 

 7.  すべてのコンポーネントが初期化プロセスを完了し、電源が完全にオ

ンされるまで待ってください。 

8.  No512のフロント・パネルのdrawerボタンを押してディスク・トレイを

開きます。 

9.  トレイにCDまたはSACDディスクをセットします。ディスクはデータ

面が下向きでトレイの正しい位置に置かれていることを確認します。 

10.  drawerボタンを押してトレイを閉じます。 

11.  音量を適当なレベルまで下げます。デフォルト値は30です。 

12.  ディスクが挿入されたら、playボタンを押します。 

これで 初のトラックの再生が開始します。 

もし音が出ない場合は、ご使用のパワーアンプ等の取扱説明書に従い接続

や操作を確認してください。 
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デジタル出力の接続設定 No512のデジタル・オーディオ出力の接続を設定するには、下記の手順を実

施してください。必要に応じて左図も参照してください。 

 注 SACDディスクの再生時には、SACDレイヤーの出力はアナログ・オーディ

オのみになります。ただし、CDレイヤーは通常はデジタルまたはアナログ

のどちらでも出力できます。 
 

No512 CD/SACD プレーヤー 

 
ご使用のプロセッサー等 

AES/EBU ケーブル 

1.  接続の前に、全てのコンポーネントの電源がオフであることを確認し

ます。 

2.  No512リア・パネルのdigital output コネクターとプリアンプのリア・パ

ネルのデジタル入力コネクターの間に、オーディオ・ケーブルを接続

します。S/PDIF接続またはAES/EBU接続が利用できます。 

3.  No512プレーヤーの電源をオンします。 

4.  プリアンプの電源をオンします。 

5.  パワー・アンプの電源をオンします。 

6.  すべてのコンポーネントが初期化プロセスを完了し、電源が完全にオ

ンされるまで待ってください。 

7.  No512のフロント・パネルのdrawerボタンを押してディスク・トレイを

開きます。 

No512 CD/SACD プレーヤー 

 
ご使用のプロセッサー等 

SPDIF ケーブル 

8.  トレイにCDディスクをセットします。ディスクはデータ面が下向きで

トレイの正しい位置に置かれていることを確認します。 
 9.  drawerボタンを押してトレイを閉じます。 

10.  ディスクが挿入されたら、playボタンを押します。 

これで 初のトラックの再生が開始します。 

もし音が出ない場合は、ご使用のプロセッサー等の取扱説明書に従い接続

や操作を確認してください。 
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保守 

 

 

お手入れの際には、柔らかい布を使用して乾拭きするようにしてください。

汚れがひどい時には、薄い石鹸水に柔らかな布を浸し、硬く絞って汚れを

拭きとった後、乾いた布で拭いてください。 

ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の液体で拭いたり、近くで

殺虫剤を散布したりすることは避けてください。 

お手入れの際は、本機及び本機に接続されている機器の電源を切り、接続

ケーブルを外しておいてください。 
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仕様 
 

No512 CD/SACD PLAYER 

Specifications 
再生フォーマット：      CD および SACD 

アナログオーディオ出力 

出力端子：         バランス(XLR)×1 組 

                   アンバランス(RCA)×1 組 

固定出力レベル：     4V(バランス) / 2V(アンバランス) 

大出力レベル：     16V(バランス) / 8V(アンバランス) 

出力インピーダンス：  10Ω 

周波数特性：        +0.0dB/-0.2dB(PCM/CD) 

                   +0.0dB/-0.5dB(DSD/SACD) 

S/N 比：           108dB 

ダイナミックレンジ：  108dB 

歪率(THD)：         92dB((PCM/CD) 

                   99dB(DSD/SACD) 

デジタルオーディオ出力：  AES/EBU(XLR)×1 

                   S/PDIF(RCA)×1 

コントロール端子：      Ethernet ポート×1 

                   RS-232 ポート×1 

                   IR 赤外線コントロール端子(3.5mm モノ-ミニジャック)×1 

                   12V トリガー入力(3.5mm モノ-ミニジャック)×1 

                   12V トリガー出力(3.5mm モノ-ミニジャック)×1 

電源：               100V,50Hz/60Hz,100W 

                   3 ピン スタンダード IEC ソケット 

外形寸法(W×H×D)：      442×116×448mm  

重量：               14.7kg 
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