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「故障かな ?」と思ったら
思ったように動作し ないときは、まず以下の点をチェックしてください。チェックしても原因が わからないときは、お買
い上げ店またはお近くのローランド・サービスにご相談ください。

■ 電源について
症状
電源が入らない

原因
● MV-8800 の AC コードがコンセントや本体に正しく接続されていますか？

■ 音のトラブルについて
症状

原因

音が鳴らない／音量が小さい ● オーディオ・ケーブルが正しく接続されていますか？
● オーディオ・ケーブルが断線していませんか？
● 接続しているアンプやスピーカーの電源が入っていますか？
音量が下がっていませんか？
● MASTER つまみや PHONES つまみで音量レベルを絞っていませんか？
ベロシ ティ・パッドを叩 いて ● マルチ・ティンバー・サンプラー・モードがオンになっていませんか？
も音が鳴らない
➔ マルチティンバー・サンプラー・モードがオンの場合、内蔵音源は鳴りません。
ベロシティー・パッドを叩いて音を鳴らしたいときは、MIDI 画面（画面ガイド P.185）で、
Multi Timbre Sampler Mode を Off にします。
● 新しいプロジェクトを作成した後で音が鳴らない場合
➔ 新 しいプロジェクトを作成する場合、現 在選んでいるプロジェクトのイン ストゥルメント
や オーディオ・フレーズ、パターンの設 定をコピーする設定にしておか ないと、作成した
プロジェクトですぐに音が鳴りません。
CREATE NEW PROJECT 画面（画面ガイド P.172）で、Copy From Current Project の
設定をして新しいプロジェクトを作成してください。
新しいプロジェクトで新たな音を鳴らしたいときは、音素材の準備から行なってください。
☞ IMPORT 画面（画面ガイド P.231）、SAMPLING 画面（画面ガイド P.220）
● 特定のベロシティー・パッドだけ音が鳴らない場合
➔ ベ ロシティー・パッドに音（パーシ ャル、オーディオ・フレーズ、または パターン）が割
り 当てられているか、他のパッド・バンクに音 が割り当てられているかを、PAD BANKS
ポップアップ（画面ガイド P.5）で確認します。
新たに音を割り当てたいときは、鳴らしたい音を割り当てます。
• パーシャルを割り当てる
☞ PATCH QUICK ASSIGN ポップアップ（画面ガイド P.228）
• オーディオ・フレーズを割り当てる
☞ AUDIO PHRASE QUICK ASSIGN ポップアップ（画面ガイド P.226）
• パターンを割り当てる
☞ ASSIGN TO PAD ポップアップ（画面ガイド P.90）
● MASTER つまみや PHONES つまみで音量レベルを絞っていませんか？
● フィックスド・ベロシティー・レベルの値が小さな値になっていませんか？
➔［FIXED VELOCITY］が点灯しているときは、パッドを叩く強さに関係なく PAD 画面（画
面ガイド P.182）の Fixed Velocity Level で設定したベロシティ値で音が鳴ります。
● トラックの演奏データの出力先は適切ですか？
カレント・トラックの種類によってパッドで演奏する音
➔ SONG 画面や PATTERN 画面では、
が決まります。
TRACK PARAMETER ポップアップ（画面ガイド P.11）の Output Assign や MIDI の値
を、出力したいパート番号や MIDI チャンネルに合わせます。
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「故障かな ?」と思ったら
■ 音のトラブルについて（続き）
症状

原因

イ ンス ト ゥル メン ト の特 定の ● パートに適切なパッチが読み込まれてますか？
パ ート の 音が 鳴ら な い／ 音量
➔ INSTRUMENTS 画面（画面ガイド P.117）で Patch の値を確認します。
が小さい
● パートがミュート（消音）されていませんか？
➔ MIXER（INSTRUMENTS PART）画面（画面ガイド P.248）で、Mute の値を Off にします。
● パートの音量レベルが下がっていませんか？
➔ MIXER（INSTRUMENTS PART）画面（画面ガイド P.248）で、Level を大きくします。
● パートのアウトプット・アサインは適切ですか？
➔ MIXER（INSTRUMENTS PART）画面（画面ガイド P.248）で、Output の値を確認しま
す。マスター・アウトに出力させる場合は、Mix を選びます。
特 定の パ ーシ ャル の 音が 鳴ら ● パーシャルの音量レベルが下がっていませんか？
ない／音量が小さい
➔ PARTIAL EDIT 画面（画面ガイド P.129）の Level を大きくします。
● パーシャルのアウトプット・アサインは適切ですか？
マスター・
➔ PARTIAL EDIT 画面（画面ガイド P.129）の Output Assign の値を確認します。
アウトに出力させる場合は、Mix を選びます。
● SMT のスイッチがオフになっていませんか？
➔ PARTIAL EDIT（SMT）画面（画面ガイド P.145）の Sw を On にします。
● SMT の音量レベルが下がっていませんか？
➔ PARTIAL EDIT（SMT）画面（画面ガイド P.145）の Level を大きくします。
特定のオーディオ・フレーズの ● オーディオ・フレーズの音量レベルが下がっていませんか？
音が鳴らない／音量が小さい
➔ AUDIO PHRASE EDIT 画面（画面ガイド P.160）の Level を大きくします。
特定のオーディオ・トラックの ● オーディオ・トラック・ミキサーがミュート（消音）されていませんか？
音が鳴らない／音量が小さい
➔ MIXER（AUDIO TRACK）画面（画面ガイド P.247）の Mute を Off にします。
● オーディオ・トラック・ミキサーの音量が下がっていませんか？
➔ MIXER（AUDIO TRACK）画面（画面ガイド P.247）の Level を大きくします。
● オーディオ・トラック・ミキサーのアウトプット・アサインは適切ですか？
➔ MIXER（AUDIO TRACK）画面（画面ガイド P.247）の Output の値を確認します。マス
ター・アウトに出力させる場合は、Mix を選びます。
音が途切れる

● 同時発音数 64 を超えていませんか？
➔ PARTIAL EDIT（SMT）画面（画面ガイド P.145）でパーシャルの SMT の中で、使用し
ていないサンプルの Sw を Off にします。
➔ INSTRUMENTS 画面（画面ガイド P.117）で音を途切れさせたくないパートの VoRsv の
値を調整します。

ANALOG INPUT ジャック
● 抵抗入りケーブルを使用していませんか？
（MIC／ LINEまたはPHONO） ➔ 抵抗の入っていない接続ケーブル（ローランド：PCS シリーズなど）をご使用ください。
に接続した機器の音量が小さい
● SENS つまみで入力感度を小さくしていませんか？
● インプット・ミキサーの音量が下がっていませんか？
➔ MIXER（AUX/FX/AUDIO PHRASE/INPUT）画面（画面ガイド P.249）の Level を大きく
します。
ANALOG INPUT
（PHONO） ● ANALOG INPUT（MIC ／ LINE）ジャックに他の機器が接続されていませんか？
に接続した機器から音が入力で
➔ ANALOG INPUT（MIC ／ LINE）ジャックにケーブルを接続している場合、ANALOG
きない
INPUT（PHONO）ジャックに接続した機器からの音は入力できません。ANALOG INPUT
（MIC ／ LINE）ジャックに接続しているケーブルを外してください。
● インプット・ミキサーの入力ソースの設定は適切ですか？
➔ GLOBAL 画面（画面ガイド P.180）の Input Select を Analog にします。

4

MV-8800_a_j.book 5 ページ ２００６年１０月１８日

水曜日

午前８時２１分

「故障かな ?」と思ったら
■ 音のトラブルについて（続き）
症状

原因

DIGITAL IN（A または B）、 ● オーディオ I/O エクスパンション・ボード（MV8-OP1）は正しく取り付けられていますか？
R-BUSコネクターに接続した
➔ MV-8800で MV8-OP1が認識できているかどうかをSYSTEM INFORMATION画面（画面
機器から音が入力できない
ガイド P.189）で確認します。
SYSTEM INFORMATION 画面の Option の Audio I/O Expansion の値が「Not Installed」
と表示されているときは、MV8-OP1 が認識されていません。
MV-8800 の電源をオフにしたあと、MV8-OP1 を取り外し、MV8-OP1 のフラット・ケー
ブルがメイン・ボードのコネクターに確実に差し込まれていることを確認してください。
（取扱説明書 P.325）
☞「MV8-OP1 （オーディオ I/O エクスパンション）を取り付ける」
接続に問題がないのに MV8-OP1 が認識できないときは、MV8-OP1 の故障が考えられ
ますので、修理に出してください。
● インプット・ミキサーの入力ソースの設定は適切ですか？
➔ GLOBAL 画面（画面ガイド P.180）の Input Select の値を確認します。
● インプット・ミキサーの音量が下がっていませんか？
➔ MIXER（AUX/FX/AUDIO PHRASE/INPUT）画面（画面ガイド P.249）の Level を大きく
します。
● DIGITAL IN（A または B）、R-BUS コネクターに接続した機器は、MV-8800 に入力可能なデ
ジタル信号を出力していますか？
、JEITA CPR-1205 に準拠したデジタル
➔ MV-8800 には、IEC 60958（Type 2 ／民生用）
信号を入力できます。
音が歪む

● 音が歪むようなエフェクトを使っていませんか？
➔ EFFECTS 画面（画面ガイド P.241）の MFX（マルチ・エフェクト）の設定を確認します。
● 特定のパートの音量が大きすぎませんか？
➔ MIXER（INSTRUMENTS PART）画面（画面ガイド P.248）の Level を小さくします。
● 特定のオーディオ・トラックの音量が大きすぎませんか？
➔ MIXER（AUDIO TRACK）画面（画面ガイド P.247）の Level を小さくします。
● MASTER つまみで音量レベルを上げすぎていませんか？
● 同時発音数が多くなると音が歪みますか？
➔ サンプラー全体の音量を上げている場合、発音数が多くなると音が歪む場合があります。
GLOBAL 画面（画面ガイド P.180）の Sampler Output Gain を小さくします。
● ミキサーなどの出力レベルの設定を下げても、音が歪んでいますか？
➔ 録音時の入力レベルが大きすぎて、音が歪んで録音されている可能性があります。この場
合は、録音をやり直してください。

ピッチがずれている

● MV-8800 全体のチューニングがずれていませんか？
➔ GLOBAL 画面（画面ガイド P.180）の Master Tune を確認します。
● 特定のパートの音だけピッチがずれていませんか？
➔ PATCH EDIT 画面（画面ガイド P.122）の Coarse と Fine の値を確認します。
● 特定のパーシャルの音だけピッチがずれていませんか？
の Pitch Coarse と Pitch Fineの値を確認します。
➔ PARTIAL EDIT画面（画面ガイド P.129）
➔ PARTIAL EDIT（SMT）画面（画面ガイド P.145）の Pitch KF と Tune Coarse、Tune Fine
の値を確認します。
● 特定のオーディオ・フレーズで再生ピッチを変えていませんか？
の Coarse Tune と Fine Tune の値を確認
➔ AUDIO PHRASE EDIT 画面（画面ガイド P.160）
します。
● 特定のオーディオ・イベントで再生ピッチを変えていませんか？
➔ AUDIO EVENT PARAMETER ポップアップ（画面ガイド P.29）の Coarse Tune と Fine
Tune の値を確認します。
● 外部MIDI機器から受信したピッチ・ベンド・メッセージによってピッチがずれていませんか？
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「故障かな ?」と思ったら
■ 音のトラブルについて（続き）
症状

原因

低 い鍵 域 から 高い 鍵 域へ とレ ● レガート演奏で使用しているサンプルの再生可能ピッチの上限を超えています。
ガート演奏した場合、ピッチが
➔ PATCH EDIT（SOLO/PORTAMENTO）画面（画面ガイド P.126）で Legard Retrigger
あがりきらない
を On にします。
複 数の サ ンプ ルで 構 成さ れた ● サンプルそれぞれについて、再生可能なピッチの上限が異なっています。
パーシャルで、低い鍵域から高
➔ PATCH EDIT（SOLO/PORTAMENTO）画面（画面ガイド P.126）で Legard Retrigger
い 鍵域 へ とレ ガー ト 演奏 した
を On にします。
場合、単音に聞こえない
高い鍵域で演奏した場合、再生 ● サンプルの再生可能なピッチの上限を超えています。
ピ ッチ が 正し くな い ／ノ イズ
➔ この症状は、通常は使うことのない音域で発生します。故障ではありません。
が発生する

■ エフェクトについて
症状
エフェクトがかからない

原因
● エフェクトがオフ（使わない）になっていませんか？
➔ EFFECTS 画面（画面ガイド P.241）で使用したいエフェクトをオン（使う）にします。
● エフェクトの各設定は適切ですか？
➔ EFFECTS EDIT 画面（画面ガイド P.243）で確認します。
● 各パート、オーディオ・トラックなどからの信号の送り量が下がっていませんか？
➔ 各 MIXER 画面で DlyCho Send または Reverb Send の値を確認します。
☞ MIXER(AUDIO TRACK) 画面（画面ガイド P.247）
MIXER(INSTRUMENTS PART) 画面（画面ガイド P.248）
MIXER(AUX/FX/AUDIO PHRASES/INPUT) 画面（画面ガイド P.249）
● MFX（マルチエフェクト）のルーティングは適切ですか？
➔ EFFECTS 画面（画面ガイド P.241）で Routing の値を確認します。

■ サンプリングについて
症状
サンプリングできない

原因
● ウェーブ・メモリーの空き容量はありますか？
➔ Wave Memory の状態を確認します。
☞ SAMPLING 画面（画面ガイド P.220）、RESAMPLING 画面（画面ガイド P.220）
➔ 未使用のサンプルがあれば消去します。
☞ SAMPLE MANAGER 画面（画面ガイド P.175）
● サンプリングを始めるための設定は適切ですか？
➔ SAMPLING 画面（画面ガイド P.220）で Start Trigger の設定を確認します。

サ ンプ リ ング が途 中 で終 了す ● ウェーブ・メモリーの空き容量がなくなっていませんか？
る
➔ Wave Memory の状態を確認します。
☞ SAMPLING 画面（画面ガイド P.220）、RE-SAMPLING 画面（画面ガイド P.220）
➔ 未使用のサンプルがあれば消去します。
☞ SAMPLE MANAGER 画面（画面ガイド P.175）
● サンプリングを終了するための設定をしていませんか？
➔ SAMPLING 画面（画面ガイド P.220）で Stop Trigger の設定を確認します。
サン プリ ングし たとき に比 べ ● 同時発音数が多くなったとき、フィルターの設定などにより全体の出力音が歪むのを防ぐた
て、パーシャルやオーディオ・
め、サンプラー全体の音量を下げています。
フレ ーズ に割り 当てて 演奏 し
➔ 同時発音数や音色に応じて、GLOBAL 画面（画面ガイド P.180）の Sampler Output Gain
たときの音量が小さい
の値を適切な値に設定します。
サンプリング
した音に雑音や歪みが多い
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● 入力感度は適切ですか？
➔ レベル・メーターが -12 〜 0dB の範囲で振れるように SENS つまみで入力感度を調整しま
す。

MV-8800_a_j.book 7 ページ ２００６年１０月１８日

水曜日

午前８時２１分

「故障かな ?」と思ったら
■ シーケンサーについて
症状
再生できない

原因
●［PLAY］インジケーターが点滅していませんか？
➔ SYNC 画面（画面ガイド P.107）で Sync Mode の設定を確認します。

再生中、テンポを変えることが ● テンポ・トラックがオンになっていませんか？
できない
➔ SONG PARAMETER 画面（画面ガイド P.105）で Tempo Track を Off にします。
MIDI トラックに録音できない ● シーケンス・メモリーの空き容量はありますか？
➔ Sequence Memory の状態を確認します。
☞ SONG 画面（画面ガイド P.8）、PATTERN 画面（画面ガイド P.80）
➔ DATA THIN ポップアップ （画面ガイド P.44）で、不要な演奏データを間引きます。
● マルチ・ティンバー・サンプラー・モードがオンになっていませんか？
➔ マルチ・ティンバー・サンプラー・モードがオンになっているときは、シーケンサーに演
奏を録音することはできません。MIDI 画面（画面ガイド P.185）の Multi Timbre Sampler
Mode を Off にします。
オーディオ・トラックに録音で ● ウェーブ・メモリーの空き容量はありますか？
きない
➔ Remain の状態を確認します。
☞ SONG 画面（画面ガイド P.8）、PATTERN 画面（画面ガイド P.80）
➔ 未使用のサンプルがあれば消去します。
☞ SAMPLE MANAGER 画面（画面ガイド P.175）
● レコーディング・モードは適切ですか？
➔ RECORDING PARAMETER（AUDIO）ポップアップ（画面ガイド P.19）で Rec Mode の
設定を確認します。
あるはずの MIDI データが表示 ● ビュー・フィルターの設定は適切ですか？
されない
● EVENT LIST 画面や、PIANO ROLL EDIT 画面で、表示させたいトラックを選んでいますか？
➔ MIDI データを表示させたいトラックをカレント・トラックにします。
勝手に音色が切り替わる

● 不要なプログラム・チェンジが入力されていませんか？
➔ EVENT LIST 画面（画面ガイド P.24）で、不要なプログラム・チェンジを消去します。

再生後、音が聞こえなくなった ● コントロール・チェンジでミキサーの音量を下げていませんか？
● ミュート・コントロール・トラックを使用していませんか？
TRACK PARAMETER ポップアップ（画面ガイド P.11）で各トラックの Mute Control
の設定を確認します。
➔ ソングやパターンの Mute Control Track の設定を確認します。
☞ SONG PARAMETER 画面（画面ガイド P.105）
PATTERN PARAMETER ポップアップ（画面ガイド P.89）
演 奏が も たる ／演 奏 が途 切れ ● 同時発音数が 64 を越えていませんか？
る
➔ 発音数を減らしてみてください。
パーシャルの構成によっては 8 個のサンプル（ステレオ× 4 個）を使ったものもありま
す。このようなパーシャルを使った場合は、1 音発音させても実際には同時に 8 音を重ね
て鳴らしていることになります。
また、リリースの長い持続音などは実際に耳で聞こえなくなったときでも発音のための処
理が行われていることがあり、この場合にも演奏データと実際に発音している発音数は異
なることがあります。
● LFO を多用した音色を使っていませんか？
➔ 使用している音色を他の音色に変更します。LFO の処理は負荷が高いため、多用すると
MV-8800 全体の処理が重くなり、発音自体にも影響が出ることがあります。
● シーケンス・データの拍の頭のタイミングにデータが集中していませんか？
➔ データが同じタイミングに重ならないように、1 〜 2 ティックずらします。
ステップ・レコーディングで曲データを入力した場合や、キーボードからリアルタイム入
力を行った後にクォンタイズをかけた場合などは、曲データの拍の頭にデータが集中しや
すくなります。そのため、一度に多くのデータが MV-8800 に送られ、発音処理が遅れる
こともあります。
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「故障かな ?」と思ったら
■ シーケンサーについて（続き）
症状

原因

演 奏が も たる ／演 奏 が途 切れ ● プログラム・チェンジが曲の演奏のもたる箇所にありませんか？
る（続き）
➔ プログラム・チェンジのデータ位置を変更します。
プログラム・チェンジを曲中に入れた場合、パッチの切り替えに処理時間がかかり、演奏
がもたることがあります。
● システム・エクスクルーシブが演奏のもたる箇所にありませんか？
➔ システム・エクスクルーシブのデータ位置を変更します。
システム・エクスクルーシブはデータ量が多いので、シーケンサーや音源モジュールに大
きな負荷がかかります。データの位置を変更するか、コントロール・チェンジで代用でき
るものはコントロール・チェンジに変更してください。
● 大量のアフタータッチなどのデータが演奏のもたる箇所にありませんか？
➔ データの位置を変更します。
➔ DATA THIN ポップアップ （画面ガイド P.44）で、不要な演奏データを間引きます。
不要なデータの場合は、そのデータを消去してください。
アフタータッチ付きの鍵盤を利用してデータ入力を行った場合、気付かないうちに大量の
アフタータッチ・データが入っている場合があります。このような大量のデータは、シー
ケンサーや音源モジュールに余分な負荷を与える原因となります。

■ MIDI について
症状

原因

接続している MIDI 機器の音が ● MIDI ケーブルは正しく接続してありますか？
鳴らない
● MIDI ケーブルが断線していませんか？
➔ 他の MIDI ケーブルと交換してください。
● MIDI トラックのアウトプット・アサインと MIDI 機器との間で MIDI チャンネルは合ってい
ますか？
➔ TRACK PARAMETER ポップアップ（画面ガイド P.11）で MIDI の値を確認します。
MIDI キーボードを MIDI 接続 ● MIDI キーボード側でソフト・スルーを有効にしていませんか？
すると正しく動作しない
➔ ソフト・スルーを無効にして、MIDI キーボードを接続します。
MIDI からピッチ・ベンド・メッ ● パッチで使用しているサンプルついて、再生可能なピッチの上限を超えていませんか？
セ ージ を受け ても パッ チの
➔ PATCH EDIT 画面（画面ガイド P.122）で Bend Range Up の値を調整します。
ピッチが上がりきらない
MV-8800 から送信するMIDI ● MIDI ケーブルは正しく接続してありますか？
クロックや MTC で、MIDI 機
● MIDI ケーブルが断線していませんか？
器が同期運転できない
● MIDI クロックや MTC を送信するための設定は適切ですか？
➔ SYNC 画面（画面ガイド P.107）で Sync Mode や Frame Rate などの設定を確認します。
● 外部機器側の MIDI クロックや MTC を受信して同期運転するための設定は適切ですか？
➔ 外部機器側の同期運転の設定を確認します。
● シーケンサーを再生できる状態になっていますか？
➔［SONG］を押します。
MIDI 機器から送信する MIDI ● MIDI ケーブルは正しく接続してありますか？
クロックや MTC で、
● MIDI ケーブルが断線していませんか？
MV-8800 が同期運転できな
● MIDI クロックや MTC を受信して同期運転するための設定は適切ですか？
い
➔ SYNC 画面（画面ガイド P.107）で Sync Mode や Frame Rate などの設定を確認します。
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「故障かな ?」と思ったら
■ 内蔵ハード・ディスクについて
症状

原因

プ ロジ ェ クト の内 容 が正 しく ● プロジェクトを保存しましたか？
保存されていない
➔ 曲作りに必要なデータはすべてプロジェクトとしてハード・ディスクに保存します。
ハード・ディスク上のデータが ● シャットダウン操作を行いましたか？
正しく読み出せない
➔ 作業内容を確実に保存し、安全に電源を切るために必ずシャットダウンをしてください。
● ハード・ディスクの動作中に電源を切っていませんか？
● ハード・ディスクに強い衝撃を与えていませんか？
➔ ハード・ディスクをフォーマットします。
☞ DISK UTILITY 画面（画面ガイド P.201）

■ 内蔵 CD-RW ドライブについて
症状
ディスクが読めない

原因
● 未ファイナライズの CD-R、CD-RW を使っていませんか？
● MV-8800 で読み込み可能なフォーマットですか？
➔ MV-8800 では、以下のフォーマットのディスクを読み込み可能です。
•
•
•
•
•

オーディオ CD
ISO9660 形式の CD-ROM
ローランド S-700 シリーズ CD-ROM ライブラリ
AKAI MPC2000/2000XL CD-ROM ライブラリ
AKAI S1000/3000 CD-ROM ライブラリ

MV-8800 で 作 成 し た オー ● CD-RW ディスクを使用していませんか？
ディオ CD が、市販の CD プ
一般の CD プレーヤーで再生で
➔ CD-RW ディスクを使ってオーディオ CD を作成した場合、
レーヤーで再生できない
きない場合があります。MV-8800 の CD プレーヤー機能で試聴できます。
CD-R/RW デ ィスクに書き込 ● ブランク（空）の CD-R/RW ディスクを使っていますか？
みができない

■ その他
症状

原因

ベロシティ・パッドを叩く強さ ●［FIXED VELOCITY］インジケーターが点灯していませんか？
を変えても、音量（ベロシティ） ➔ もう一度［FIXED VELOCITY］を押して、インジケーターを消灯させます。
が変化しない
どのベロシティ・パッドを叩い ●［MULTILEVEL］インジケーターが点灯していませんか？
ても同じ音が聞こえる
➔ もう一度［MULTILEVEL］を押して、インジケーターを消灯させます。
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エラー・メッセージ一覧
メッセージ

解説

Can't
Can't
Can't
Can't
Can't

これ以上オーディオ・トラックを作成できません。
これ以上 MIDI トラックを作成できません。
現在作業中のソングは削除できません。
現在作業中のソングは削除できません。
ソング上の最後の 1 トラックは削除できません。
CD-R/RW ディスクの容量が不足します（音声ファイルの追加はで
きません）。
100 曲以上の音声ファイルをキュー・シートに登録できません。
現在作業中のプロジェクトは書きこみ保護されています。

create more audio track.
create more MIDI track.
delete current Song.
delete current Project.
delete last one track.

CD-R/RW disc full.
Cue Sheet is Full.
Current Project is protected.
Current Project is protected.
Saving Project is not performed
before.
Disk full.
Disk not ready.
File name duplicate.
File not found.
File read error.
File write error.
Invalid file name.
MIDI buffer full.
MIDI offline.
Mixdown Mode.
Marker memory full.
No space to add more MIDI Clips.
No more Song numbers.
No more Sample numbers.
No region selected.
Operation failed.
Preview unsupported drive.
Preview unsupported file.
Selected Project is too large.
Sequence memory full.
Unformatted disk.
Unknown disk.
Unsupported file format.
Wave memory full.
Write Protected.
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現在のプロジェクトは書きこみ保護されていて保存できません。
保存しないでプロジェクトを読み込みますか？
ディスクの空き容量がありません。書きこみや編集はできません。
ディスクが挿入されていません。
ファイル名が重複しています。編集ができません。
ファイルが見つかりません。
ファイルを読み込むことができません。
ファイルを書き込むことができません。
ファイル名が不適切です。適切な名前に変更してください。
非常の大量の MIDI メッセージを受信したため処理できません。
MIDI ケーブルの接続（MIDI IN）に問題があります。または、MIDI
ケーブルが通信中に抜かれました。
ミックスダウン・モードです。
これ以上マーカーを登録できません。
これ以上 MIDI クリップを登録できません。
これ以上ソングを作成できません。
これ以上サンプルを登録できません（サンプリング／録音できま
せん）。
編集範囲が選ばれていません。
作業が何らかの原因で正常に完了できませんでした。
フロッピー・ディスクからは試聴することができません。
このファイルは試聴することができません。
プロジェクトが読み込みできません（読み込むだけの波形メモ
リーが不足しています）。
これ以上 ソングの演奏データを記録／編集できません。
不明なディスクです（MV-8800 では使用できません）
。
MV-8800 で扱うことができないファイルです。
これ以上サンプルを登録できません（サンプリング／録音できま
せん）。
ディスクが書込み保護されています。
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用語解説
AKAI MPC2000（XL）
、S1000、S3000

IEC 60958

AKAI MPC2000、MPC2000XL および、S1000、S3000 は、
プロ・オーディオ・ジャパン株式会 社の製品です。これらの
製品用のサ ウンド・データ（.SND、.A1S、.A3S ファイル）
を読み込むことができるため過去の 資産をそのまま活かせま
す。

国際電気標準会議（International Electrotechnical
Commission）で定められている、民生用／放送用デジタル・
オーディオ機器の相互接続に関する国際規格です。

JEITA CPR-1205

Beats per Minute の略です。1 分間あたりの拍数（一般的に
は 4 分音符の数）を示し、テンポ（速さ）の指標となります。

社 団 法人 電子 情 報技 術 産業 協 会（Japan Electronics and
Information Technology Industries Association）で定めら
れている、民生用／放送用 デジタル・オーディオ機器の相互
接続に関する規格です。旧 EIAJ CP-1201 と同等規格です。

CD-R

MIDI トラック

Compact Disc Recordable の略です。これは、CD（CD-ROM
や音楽用 CD）と同様のフォーマットで読み書 きできるディ
スクを作成するシステムのことです。専用の CD-R ドライブ
を使用して、ディスクへ一度だけの 書き込みができるように
なっています。ライトワンス CD（Write Once CD）、CD-Write
Once などと呼ばれることもあります。

MIDI 情報を記録するシーケンサー上の場所です。

BPM

CD-RW
Compact Disc ReWritable の略です。これは、CD（CD-ROM
や音楽用 CD）と同様のフォーマットで読み書 きできるディ
スクを作成するシステムのことです。専用の CD-RW ドライ
ブを使用するところまでは CD-R と似ていますが、何度でも
書き換えができるようになっています。

COSM
Composite Object Sound Modeling の略です。これは、ロー
ランド V・Guitar System、VG-8 に最初に搭載された「複数
のサウンド・モデリングを組み合 わせて、さらに新しい音を
作り出す技術」です。たとえば、ローランド V ギター・シス
テム VG-8 で作り出される音は、ピックアップ、ギターのボ
ディ、ギター・アンプ、マイク、スピー カーなど、さまざま
なサウンド・モデリング（要素）から成り立っています。

MMC
MIDI Machine Control の略です。これは、MIDI システム・エ
クスクルーシブ・メッセー ジによって、複数の録音機器をひ
とつの機器から操作するための約束です。MV-8800 は MMC
に対応しています。プロ ジェクトの再生、停止、早送りなど
の他、録音トラックの 指定などもできます。MV-8800 に対
応している MMC コマンドについては「MIDI インプリメン
テーション」（P.67）をお読みください。

MTC
MIDI Time Code の略です。これは、複数の MIDI 機器間で同
期を取るために送受信される信号のことです。MIDI クロック
とは異なり絶対時間を示します。また、SMPTE タイム・コー
ドと 同じよう に、さまざま なフレー ム・レートが あります。
MTC を使って同期を取り たいときは、双方の機 器のフレー
ム・レートを合わせる必要があります。

PS/2 マウス
米 IBM が開発した PS/2 コンピューターに採用されたコネク
ターに接続できるマウスです。MV-8800 では将来、PS/2 マ
ウスを使って各種操作ができるようになっています。

DIMM
MV-8800 に内蔵されているメモリーです。128MB の DIMM
が工場出荷時に搭載されています。512MB までの DIMM に
交換（取扱説明書 P.323）することができます。

DSP
Digital Signal Processing（デジタル信号処理）のこと。デジ
タル化した音声や画像の信号を、専 用回路やソフトウエアに
よる演算で加工し、 ミキサーやフィルター、エフェクト負荷
装置などを実現する機能です。転 じて、それによるエフェク
ト機器、エフェクト機能を DSP と称する場合もあります。

R-BUS
アール・バスと読みます。機器 間のオーディオや制御情報の
やりとりを目的とする、ローランドのデジタル通信仕様です。
多チャンネルのオーディオ信号／ワード・クロック／ MIDI に
準ずる操作情報／同期信号などをやりとりできます。1 個の
R-BUS コネクターで 8 チャンネルまでのデジタル音声信号
が、双方向同時にやりとりできます。コネクターは 25 ピン
D-Sub タイプで、専用ケー ブルを使って接 続します。SCSI
など、他の規格にも同形状の コネクターが使われることもあ
りますが、故障の原因となりますので、R-BUS 接続タイプ以
外の機器は接続しないでください。
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用語解説
RSS

USB

Roland Sound Space の略です。これは、通常のステレオ・
シス テム で音源 を立 体的に 定位 させる ローラ ンド 独自の エ
フェクト技術のことです。聞き手の正面や横だけでなく、上、
下、後ろといった方向と、遠い、近いと いった距離とを自由
にコントロールして音源を定位させることができます。

Universal Serial Bus（ユニバーサル・シリアル・バス）はシ
リアル・インターフェースの規格です。MV-8800 では「USB
マ ス・スト レー ジ・ク ラス」を サポ ー トし、接 続し たコ ン
ピューターからは外付け ハード・ディスクのように認識され
ます。

S-700 シリーズ

VGA

ロ ーラ ンド が発 売し たデ ジ タル・サ ンプ ラー S-750/770、
S-760 の総称です。

Video Graphics Array の略です。米 IBM が開発した 640 ×
480 ドット 16 色の表示が可能なグラフィックス・システム
を指しますが、各社により高解像度・多色表示が可能な VGA
互換モードが開発されました。現在 VGA はグラフィックス・
システムを指す意味より も解像度の指標のことだけを意味す
るようになってきています。MV-8800 は将来、VGA 出力コ
ネクタ ーを増設するオ プション（MV8-VGA）の発売を予定
しています。市販の VGA モニターを接続することで 640 ×
480 ドット 256 色の表示が可能になります。

SCMS
Serial Copy Management System の略です。これは、DAT
レコー ダーや MD レコーダ ーなどの民 生用デジタ ル・オー
ディオ機器において、デジタル接続 による二世代以降の録音
を禁止し、制作者の著作権を保護 する機能です。この機能を
持つ デジタル・レコ ーダーに デジタル接 続で録音 した場合、
デジタル・オーディオ信号といっしょに、SCMS のための符
号も記録されます。この符号が記録されているデジタル・オー
ディオ信号からは、再びデジタル接 続で録音することができ
ません。

エクスパンダー
入力 された信 号のうち、小さ いレベル の信号は より小さく、
大きい信号はより大きく というように、一定の割合で音量の
大小の差を拡大するエフェクトです。

SMF
Standard MIDI File（スタンダー ド・ミディ・ファ イル）の
略で、MIDI 形式の音楽データを扱う際の標準的なファイル形
式です。

オーディオ・トラック

SMPTE タイム・コード

オーディオ・フレーズ

アメリカの SMPTE（Society of Motion Picture and
Television Engineers）が定めた、複数のビデオ機器間また
はオーディオ機器間で同期を取るために送受信される信号の
ことです。これは「時間：分：秒：フレーム」で表され、ビ
デオ映像の各フレームの番地を示しています。

ある程度の長さのあるサ ンプルです。数小節の演奏をそのま
ま録音したデータを素材 にし、シーケンサーで繰り返し演奏
させることができます。

SMT
Sample Mix Table（サンプル・ミックス・テーブル）は最大
4 つの音声データ（サンプル）に、レベル、パン、チューン
の情報を合わせ持ったデータです。

オーディオ・フレーズの演 奏を記録や、外部入力の音声を直
接録音することができるシーケンサー上の場所です。

カレント・ソング
現 在録音 ／再 生／編 集の対 象に なって いる ソング のこ とで
す。

カレント・トラック
操作の対象として、現在選ばれているトラックのことです。

TOC
Table Of Contents の略です。こ れは、曲の開始時刻、終了
時刻、順序などの情報を管理している CD-R ディスク上の領
域で、ディスクの目次に相当します。オーディオ CD を CD
プレーヤーに入れると、収録曲や演 奏時間を表示することが
できますが、これは自動的にこの TOC が読み込まれるため
です。TOC は音楽データとは別に記録されており、瞬時に目
的の曲の頭出しができるなど の、ディスク・アクセスの大き
な特長を創り出しています。
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キュー・シート
オーディオ CD に記録する曲順や細かな時間情報を設定する
ものです。オーディオ CD の作成はこのキュー・シートに従っ
て、CD-R/RW ディスクに書きこまれます。

コンプレッサー
音量の変化を圧縮する エフェクト。入力された信号が、一定
のレベル（スレッショル ド）を超えたとき、入力信号が大き
くな るにつれ てゲインを 減少させ、過 大信号を 押さえます。
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用語解説
同じアルゴリズムで、リミッタ−（ピ ークを瞬間的に抑える
エフェクト）としても使えます。
本システムのエフェクトのうち、ギター・マルチ 1 〜 3 に含
まれるコンプレッサーのみは、ギ ター用コンパクト・コンプ
レッサーをモデリングしたもの で、リミッタ−と挙動が異な
ります。
（過大信号を抑えるとともに、小さなレベルの信号を
持ち上げて音量を揃えます。）

サンプリング
サンプラーを使って音を取り込む作業のことです。

サンプル
MV-8800 が発音するのに必要な 波形データ（音の素材）の
ことです。

などで使われている PAL方式の場合が 1 フレーム 1/25 秒単
位で時間管理します。

プログラム・ファイル
AKAI MPC2000/MPC2000XL、S1000/S3000 で扱うプロ
グラム・ファイルは MV-8800 でのパッチに相当します。

ベロシティー
発音パラメーターの一部 で、発音の強弱を表現するために使
用 さ れ ま す。MV-8800 で は、VELOCITY PADS（ベロ シ
ティー・パッド）をたたいた ときの強さや、外部に接続した
MIDI キーボー ドの鍵盤を弾 く強さでパ ラメーター値 が変化
します。

リミッタ−
シャットダウン
MV-8800 の電源を安全に切るため に、録音した演奏を確実
にハード・ディスクへ保存し、ハー ド・ディスクのヘッドを
退避させる操作のことです。

コンプレッサーと似た働 きをするエフェクト。入力音が一定
のレベル（スレッショル ド）以上になったときに、瞬時にゲ
イ ンを下 げて 出力 レベル を抑 えま す。圧縮の 程度 はレ シオ
（Ratio）で設定できます。一般的にレシオが 1:10 程度以下の
ものをコンプレッサーと呼び、リミッタ−と区別します。

ソング
MV-8800 が時間軸に沿って演奏を するための情報（イベン
ト）やインストゥルメント、エフェク トの設定が記録されて
いるデータです。
「シーケンス・データ」と呼ばれる情報はこ
のソング内に記録されます。

ダイナミクス（エフェクター）
音量変化の幅を圧縮・伸長するエ フェクト。テープ録音時に
雑音を低減したり、テープやワイ ヤレス・マイクなどのダイ
ナミック・レンジを広げるのに用 います。本システムのもの
は、エンハンサー、エキスパンダー、コンプレッサー、リミッ
タ−などで構成されています。

パッチ
パッチは「音色セット」のこ とです。MV-8800 では、パッ
チの 音色 であら かじ めプロ グラ ムされ たタイ ミン グで発 音
（シーケンサーの再生）したり、ベロシティー・パッドでの演
奏をしたりします。

パーシャル
パッチを構成する一つ一つの 音色です。パーシャルは、サン
プル（波形データ）にさまざまなパラ メーターを付けて加工
したもので、各ノート番号に割り当てて発音します。

フレーム
テレビ放送やビデオで画像を構成す る単位となる静止画をフ
レームと呼びます。ハード・ディス ク・レコーダーやシーケ
ンサーなどを映像と同期させる ときは、日本や北米で使われ
ている NTSC 方式の場合が 1 フレーム 1/30 秒、ヨーロッパ
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ショートカット一覧
複数のボタン、またはボタンと VALUE ダイヤルを組み合わせたときに有効になる動作は次のとおりです。
ショートカット

解説

［SHIFT］+［SHUTDOWN］

SAVE PROJECT ポップアップを呼び出す。

［SHIFT］+［V-LINK］

V-LINK 画面（ 画面ガイド P.**）を呼び出す。

［SHIFT］+［AUTO PUNCH］

AUTO PUNCH ポップアップ（
（画面ガイド P.**）
）を呼び出す。

［SHIFT］+ LOOP［ON］

LOOP ポップアップ（（画面ガイド P.**）
）を呼び出す。

［SHIFT］+［JUMP］

JUMP ポップアップ（（画面ガイド P.**）
）を呼び出す。

［SHIFT］+［ASSIGNABLE SLIDER］

ASSIGNABLE SLIDER 画面（
（画面ガイド P.**）
）を呼び出す。

［SHIFT］+［ROLL］

PAD ROLL INTERVAL ポップアップを呼び出す。

［SHIFT］+ MEAS［

］

拍（BEAT）単位の早送りをする。

［SHIFT］+ MEAS［

］

拍（BEAT）単位の早戻しをする。

［SHIFT］+ VALUE ダイヤル

パラメーターの値を 10 単位で増加／減少する。

［JUMP］+ VALUE ダイヤル

シーケンサー上で 1 ティック単位の時刻移動をする。

［SHIFT］+［INC］

パラメーターの値を 10 単位で増加する。

［SHIFT］+［DEC］

パラメーターの値を 10 単位で減少する。

［JUMP］+CURSOR［

］

指定範囲のデータを削除（ERASE）する。

［JUMP］+CURSOR［

］

指定範囲のデータを移動（MOVE）する。

［JUMP］+CURSOR［

］

現在時刻にデータを張りつける（PASTE）
。

［JUMP］+CURSOR［

］

AUDIO EVENT PARAMETER ポップアップ（ 画面ガイド P.**）を呼び出す。

［SHIFT］+［SEQUENCE］

シーケンサー・モードとパターン・モードを切り替える。

［SHIFT］+［EXIT］

オペレーション画面（VGA ／ LCD）を切り替える。

［SHIFT］+［1］

ステップ・タイムを

（30）に設定。

［SHIFT］+［2］

ステップ・タイムを

（60）に設定。

［SHIFT］+［3］

ステップ・タイムを （80）に設定。

［SHIFT］+［4］

ステップ・タイムを （120）に設定。

［SHIFT］+［5］

ステップ・タイムを （160）に設定。

［SHIFT］+［6］

ステップ・タイムを

（240）に設定。

［SHIFT］+［7］

ステップ・タイムを

（320）に設定。

［SHIFT］+［8］

ステップ・タイムを （480）に設定。

［SHIFT］+［9］

ステップ・タイムを （960）に設定。
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プリセット・パッチと
エフェクト・アルゴリズム一覧
エフェクト・プリセット・パッチ一覧
MV-8800 では、以下のエフェクト・プリセットが使用できます。

MFX プリセット・ライブラリー
ライブラリー
番号
P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
P009
P010
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022

ライブラリー名

使用アルゴリズム名

01>Iso&Fltr
02>Ct.Cancel
03>Comp&Etc.
04>Rev&Gate
05>TapeEcho
06>EZ Delay
07>Delay RSS
08>AnalogD&C
09>St DigiCho
10>4bton Cho
11>Flange325
12>Flg BOSSx2
13>Pitch-Sft
14>80sPhaser
15>2xAutoWah
16>2xDistort
17>Records
18>RadioTune
19>Lo-FiProc
20>GuitarMlt
21>VocalMlt
22>VoTrans

Isolator & Filter
Center Canceler
St.Dynamics Processor
Reverb & Gate
Tape Echo 201
EZ Delay
Delay RSS
Analog Delay & Chorus
Digital Chorus
4 Button Chorus 320
Vintage Flanger 325
2x BOSS Flanger
Stereo Pitch Shifter
80s Phaser
Stereo Auto Wah
Stereo Distortion
Phonograph
Radio Modeling
Lo-Fi Processor
Guitar Multi
Vocal Multi
Voice Transformer

ライブラリー
番号
P023
P024
P025
P026
P027
P028
P029
P030
P031
P032
P033
P034
P035
P036
P037
P038
P039
P040
P041
P042
P043
P044

ライブラリー名

使用アルゴリズム名

23>MicModel
24>Vocoder10
25>AnlgBass1
26>AnlgBass2
27>AnlgBass3
28>AnlgBass4
29>AnlgBass5
30>AnlgBass6
31>AnlgBass7
32>AnlgBass8
33>AnlgBass9
34>AnlgBas10
35>MAD COMP
36>AIR Vocal
37>AutoWah90
38>YOU MOVE!
39>SPACY RSS
40>FunkyBsWh
41>GateRev09
42>OLDSAMPLR
43>NICEPhase
44>MPS WIDE

Mic.Modeling
10 Band Vocoder
Analog Modeling Bass
Analog Modeling Bass
Analog Modeling Bass
Analog Modeling Bass
Analog Modeling Bass
Analog Modeling Bass
Analog Modeling Bass
Analog Modeling Bass
Analog Modeling Bass
Analog Modeling Bass
St.Dynamics Processor
Vocal Multi
Stereo Auto Wah
Analog Delay&Chorus
Delay RSS
Stereo Auto Wah
Reverb & Gate
Lo-Fi Processor
80's Phaser
Stereo Pitch Shifter

ディレイ／コーラス・プリセット・ライブラリー
ライブラリー
番号
P01
P02

ライブラリー名

使用アルゴリズム名

01>Delay
02>Chorus

Delay
Chorus

リバーブ・プリセット・ライブラリー
ライブラリー
番号
P01
P02
P03
P04

ライブラリー名

使用アルゴリズム名

01>Reverb
02>SRV Room
03>SRV Hall
04>SRV Plate

Reverb
SRV Room
SRV Hall
SRV Plate

マスタリング・ツール・キット・プリセット・ライブラリー
ライブラリー
番号
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13

ライブラリー名

使用アルゴリズム名

Mixdown
PreMastr
LiveMix
PopMix
DanceMix
JinglMix
HardComp
SoftComp
ClnComp
DnceComp
OrchComp
VocalComp
Acoustic

Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering

Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit

ライブラリー
番号
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26

ライブラリー名

使用アルゴリズム名

RockBand
Orchestr
LoBoost
Brighten
DJsVoice
PhoneVox
Cassette
Phono
D4R-Set 1
D4R-Set 2
D4R-Set 3
D4R-Set 4
D4R-Set 5

Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering
Mastering

Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
Tool Kit
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プリセット・パッチと エフェクト・アルゴリズム一覧

アルゴリズム一覧
アルゴリズム（25 アルゴリズム）

11
12

アルゴリズム
Isolator & Filter
Center Canceler
St.Dynamics
Processor
Reverb & Gate
Tape Echo 201
EZ Delay
Delay RSS
Analog Delay &
Chorus
Digital Chorus
4 Button Chorus
320
Vintage Flanger 325
2x BOSS Flanger

13

Stereo Pitch Shifter

14
15

80s Phaser
Stereo Auto Wah

Vintage Flanger
Stereo Flanger
Stereo Pitch
Shifter
Stereo Phaser
Stereo Auto Wah

16

Stereo Distortion

Stereo Distortion 3 Band EQ

17
18

Phonograph
Radio Modeling

Phonograph
Radio Modeling

19

Lo-Fi Processor

Bit/Rate Down

Filter

Noise
Suppressor

20

Guitar Multi

Comp/Sustain er

Auto Wah

Drive

Guitar Amp.
Modeling

Noise
Suppressor

Delay

Chorus/Fl
anger

21

Vocal Multi

Limiter/
De-esser

Enhancer

3 Band EQ

Pitch Shifter

Delay

Chorus

22

Voice Transformer

3 Band EQ

Delay

23

Mic .Modeling

24

10 Band Vocoder
Analog Modeling
Bass

Noise
Suppressor
Voice
Transformer
Mic Modeling
Link
Vocoder

Mic Modeling
(Ch A)
Stereo Delay

Synth Common

Synth LFO

Mic Modeling Mic Modeling Mic Modeling
Limiter（Ch A） (Ch B)
Limiter（Ch B）
Chorus
Virtual
Virtual VCF
Virtual VCA
Delay
VCO+Ring

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

25

16

エフェクト・ブロック
3 Band Isolator
Filter
Center Canceler 3 Band EQ

Low Booster

Comp/Limiter

Enhancer

3 Band EQ

3 Band EQ
Tape Echo 201
EZ Delay
Delay RSS

Reverb + Gate

Analog Delay

Analog Chorus

Noise
Suppressor

Digital Chorus
4 Button Chorus

Noise
Suppressor

Chorus/
Flanger
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エフェクト・ブロック
MFX（マルチエフェクト）、ディレイ／コーラス、リバーブを構成する単体のエフェク
トです。

01 Isolator & Filter
3 Band Isolator
（3 バンド・アイソレーター）

Filter（フィルター）
入力音の周波数特性を 大きく変え、音にくせをつける
フィルターです。4 つのタイプから選べます。

入力音を、ハイ、ミドル、ローの 3 つの周波数帯域に
分割し、抽出したり消去するエフェクトです。

1.
1.

2.

フィルターの種類を設定します。

Low Level（ロー・レベル）／
Mid Level（ミドル・レベル）／
High Level（ハイ・レベル）

設定値

低域（Low）、中域（Mid）、高域（High）の各周波数
帯域を増減します。-60dB にするとその帯域は聴こえ
なくなります。0dBで入力音と同じレベルになります。
設定値 :
-60dB 〜 +4dB

BPF

AntiPhase Low MixSw
（アンチフェーズ・ロー・スイッチ）／
AntiPhase Mid MixSw
（アンチフェーズ・ミドル・スイッチ）

LPF

HPF
BEF

リミックス・アーティストやプロ DJ の定番となっている
機種の動作を、精密に解析し再現しています。一般的なイ
コライザーでは、各バンドのゲインを絞り切っても音が残
りますが、アイソレーターでは完全に消音します。オン／
オフや各レベルをリアルタイムに操作することで、特定
パートが現われる／消えるといった効果がられます。

レベル

レベル

周波数

LPF

AntiPhase Low Level
（アンチフェーズ・ロー・レベル）／
AntiPhase Mid Level
（アンチフェーズ・ミドル・レベル）
中域（Mid）、低域（Lo）の、帯域別アンチフェーズ機
能のレベルを設定しま す。レベルの設定によって、特
定 のパー トだ けを 抽出 するよ うな 効果 が得 られま す
（ステレオ入力のみ有効。
）。
設定値 :
0 〜 100

解説
ロー・パス・フィルター。カットオフ周波数
よりも低い周波数を通過させます。
バンド・パス・フィルター。カットオフ周波
数付近の周波数を通過させます。
ハイ・パス・フィルター。カットオフ周波数
よりも高い周波数を通過させます。
バンド・エリミネート・フィルター。カット
オフ周波数付近以外の周波数を通過させます。
ノッチ・フィルターともいいます。

fig.10-6j

中域（Mid）、低域（Lo）の、帯域別アンチフェーズ機
能のオン ／オフを設定します。On にす ると、ステレ
オの反対チャンネルの音が 位相反転されて加えられま
す。
設定値 :
Off、On

3.

Type（フィルター・タイプ）

周波数

HPF

レベル

レベル

周波数

BPF

2.

周波数

BEF

Curve（カーブ）
フィルターの傾き（減衰特性、1 オクターブあたりの
減衰量 -24dB: 急峻、-12dB: 緩やか）を設定します。
設定値 :
-12dB/oct、-24dB/oct

3.

Freq（カットオフ・フリケンシー）
フィルターのカットオフ周波数を設定します。0 に近
づくほど低い周波数に、100 に近づくほど高い周波数
になります。
設定値 :
0 〜 100
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エフェクト・ブロック
4.

Gain（ゲイン）
フィルターの帯域カット によって下がった、音量を補
正します。値が大きくなる ほど補正量が増え、音量が
大きくなります。
設定値 :
0 〜 24dB

5.

Low Booster（ロー・ブースター）
低域を増強して重低音をつくりだします。

Resonance（レゾナンス）
フィルターの共振レベル を設定します。設定を上げる
とカットオフ周波数付近 が強調され、クセのある音に
なります。

レゾナンスの値を上げすぎると別の音が聴こえることがあ
ります（これを発振といいます）。耳や再生装置にダメー
ジを与えないようご注意ください。

1.

Boost Level（ブースト・レベル）
値が大きくなるほど重低音が得られます。
（アイソレー
ターやフィルターの設定 によっては効果が分かりにく
い場合があります。）
設定値 :
0 〜 100
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エフェクト・ブロック

02 Center Canceler
Center Canceler
（センター・キャンセラー）

3 Band EQ
（3 バンド・イコライザー）

ステレオ録音された音 の、中央に定位する音（ボーカ
ルなど）をカットします。

1.

Position（キャンセル・ポジション）
カットする定位を微調整 します。音がよくカットされ
るように調整します。
設定値 :
-50 〜 0 〜 +50

2.

低域、中域、高域の 3 バンド・イコライザーです。周
波数を設定し、レベルをブースト（増幅）／カット（減
衰）できます。

1.

イコライザーの低 域、中域、高域の各ゲイン（ブース
ト／カットの量）を設定します。
パラメーター
Low Gain
Mid Gain
High Gain

Range（レンジ）
カッ トする 周波数 範囲を、上 限（High Limit）と 下限
（Low Limit）で設定します。スルー（Thru）を選ぶと、
カットする周波数が限定されません。
パラメーター
Low Limit
High Limit

設定値
Thru 、20 〜 2000Hz
1.0 〜 20.0kHz、Thru

アルゴリズム 01（アイソレーター＋フィルター）のアン
チフェーズ機能を使っても類似の効果が得られますが、こ
のアルゴリズムでは、効果をかける周波数の上限／下限が
指定できる点などが異なります。特にボーカルなどをカッ
トする場合に有効です。

入力音がモノラルの場合、効果は得られません。またステ
レオの場合も、消え具合は録音のされかたによって異なり
ます。

Gain（ゲイン）

2.

設定値
-12 〜 +12dB

Freq（フリケンシー）
ブー スト／カ ットの基 準となる 周波数を設 定します。
ピ ーキ ング 型で は中 心周 波数、シ ェルビ ング 型で は
カットオフ周波数になります。
パラメーター
Low Freq
Mid Freq
High Freq

3.

設定値
20 〜 2000Hz
200 〜 8000Hz
1.4 〜 20.0kHz

Q
イ コラ イザ ーが ピー キン グ型 の場合 に、ブー スト ／
カットされる帯域の幅 を設定します。値が大きくなる
ほど幅が狭くなります。（Type パラメーター参照）
パラメーター
Low Q
Mid Q
High Q

設定値

0.3 〜 16.0

シェルビング型の場合は無効です。
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4.

Type（EQ タイプ）
低域または高域 EQ の特性カーブを切り替えます。
設定値

解説
レベル
0dB

Shelv
（シェルビング・
タイプ）

Low Freq

周波数

レベル
0dB

High Freq 周波数
レベル
0dB

Q値=小

Peak
（ピーキング・タ
イプ）

周波数
レベル
0dB

Q値=大
周波数

5.

Output Level（アウトプット・レベル）
出力音量を設定します。
設定値 :
-12 〜 +12dB
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03 St.Dynamics Processor
Comp/Limiter
（コンプ／リミッター）

Enhancer（エンハンサー）
高域の倍音成分を制御 することで、音の輪郭をはっき
りさせて音ヌケをよくするエフェクトです。

大きなレベルの音は抑え、小 さなレベルの音を持ち上
げる ことで音 量のバラツ キを抑え るコンプ レッサー、
ま たは過 大入 力を 抑え るリミ ッタ ーと して 使える エ
フェクトです。

1.

Sens（センス）
エンハンサーのかかり具合を設定します。
設定値 :
0 〜 100

1.

Threshold（スレッショルド・レベル）
圧縮が始まる音量レベルを設定します。
設定値 :
-60 〜 0dB

2.

Ratio（レシオ）
「原音 : 出力音」の圧縮比を設定します。
設定値 :
1:1.5、1:2、1:4、1:100

3.

Freq（フリケンシー）
エンハンス効果がかかる下限の周波数を設定します。
設定値 :
1.0 〜 10.0 kHz

3.

Mix Level（ミックス・レベル）
エンハンサーで生成さ れた倍音を、原音に混ぜ合わせ
る量を設定します。
設定値 :
0 〜 100

Attack（アタック・タイム）
音量がスレッショルド・レ ベルを超えてから、圧縮が
始まるまでの時間を設定します。
設定値 :
0 〜 100

4.

2.

4.

Output Level（アウトプット・レベル）
出力音量を設定します。
設定値 :
0 〜 100

Release（リリース・タイム）
音量がスレッショルド・レベ ル以下になってから効果
がなくなるまでの時間を設定します。
設定値 :
0 〜 100

5.

Output Level（アウトプット・レベル）
出力音量を設定します。
設定値 :
-60 〜 +12dB

リミッターとして使うときは、レシオを 100:1、アタッ
ク、リリースの時間を短くします。音量がスレッショル
ド・レベルを超えると、過大入力と判断して瞬時に音量が
抑えられます。
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Noise Suppressor
（ノイズ・サプレッサー）
無音時のノイズ（マイク収 音時の背景雑音やハム）を
抑えるエフェクトです。エフ ェクト列の先頭の入力レ
ベルを監視し、入力がないと きには最終出力を絞りま
す。

1.

Threshold（スレッショルド・レベル）
消音される音量レベルを 設定します。ノイズが大きい
ときは値を大きく、ノイズが 小さいときは値を小さく
します。
設定値 :
0 〜 100

2.

Release（リリース・タイム）
ノイズ・サプレッサーが働きはじめてから、音量が 0
になるまでの時間を設定します。
設定値 :
0 〜 100

スレッショルド・レベルは下げすぎると効果がなくなり、
上げすぎると必要な音まで消えてしまいます。またリリー
ス・タイムは長すぎると消え際のノイズが目立ち、短か過
ぎると聴感上不自然になります。入力やノイズの状況に合
わせて最適なポイントに設定します。

● このほかのエフェクト・ブロック
「3 Band EQ （3 バンド・イコライザー）」（P.19）
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04 Reverb & Gate
Reverb（リバーブ）

8.

高品位なデジタル・リバー ブです。ホールで演奏して
いるような響きが得られます。

Low Damp Freq
（ロー・ダンプ・フリケンシー）
ロー・ダンプによって減衰 させる帯域の上限周波数を
決めます。ロー・ダンプは残 響音の低域を早く減衰さ
せ、すっきりしたリバーブにする機能です。
設定値 :
50Hz 〜 4000Hz

9.

Low Damp Gain（ロー・ダンプ・ゲイン）
ロー・ダンプの効き具合を設定します。
設定値 :
-36dB 〜 0dB

10. High Damp Freq
（ハイ・ダンプ・フリケンシー）

1.

Room Size（ルーム・サイズ）
部屋 の大きさ を設定 します。例 えば「10m」では、1
辺 10m の空間の響きになります。
設定値 :
5 〜 40m

2.

Time（リバーブ・タイム）
リバ ーブ音（残響）の 長さを 秒（sec）単位で設 定し
ます。
設定値 :
0.1 〜 32sec

3.

Pre Delay（プリ・ディレイ）
原音が鳴ってからリバーブ 音が鳴るまでの遅延時間を
設定します。音源からの距離を表現します。
設定値 :
0 〜 200msec

4.

Diffusion（ディフュージョン）
値を大きくするほど、空間的な広がりが強くなります。
ステレオで再生する際に有効です。
設定値 :
0 〜 100

5.

Density（デンシティー）
値を大きくするほど、リバー ブ音の密度が濃くなりま
す。ホールやガレージなどでは密度を薄くします。
設定値 :
0 〜 100

6.

ER Level
（アーリー・リフレクション・レベル）
値を大きくすると、初期反射の音量が大きくなります。
設定値 :
0 〜 100

初期反射 : 壁から直接反射する音。リバーブ音の冒頭にパ
ラパラと聴こえる。

7.

Effect Level（エフェクト・レベル）

ハイ・ダンプは高域を先に 減衰させてリバーブ音に自
然さを加えます。減衰させ る帯域の下限周波数を設定
します。
設定値 :
1kHz 〜 20kHz

自然界の残響音は、高域ほど早く減衰します。

11. High Damp Gain（ハイ・ダンプ・ゲイン）
ハイ・ダンプの効き具合を設定します。
設定値 :
-36dB 〜 0dB

ロー・ダンプとハイ・ダンプを組み合わせることで、部屋
の壁材（の吸音具合）などを表現できます。

12. High Cut Freq
（ハイ・カット・フリケンシー）
設定値以上の高域を緩 やかにカットし、残響音を落ち
着かせます。時間的な変化はしません。
設定値 :
0.2kHz 〜 20kHz

13. Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定しま す。センド／リターン式で使う
場合は 0 にします。インサート式のときは上げて、原
音を出力に混ぜます。
設定値 :
0 〜 100

ゲート機能を使って特殊なリバーブ効果を得るときは、
ゲート側で時間の設定がしやすいよう、リバーブ・タイム
を長めにします。この場合、音色の変化もロー（ハイ）・
ダンプではなく、ハイ・カット周波数の設定や前段にある
イコライザーですると良いでしょう。鋭いゲート・リバー
ブにするには、アタック、リリースの時間をごく短くし、
ホールド・タイムでリズムに合う発音時間を決めます。リ
バース（反転）・リバーブにするには、アタックを十分遅
くし、リリースを短くします。

リバーブ音の音量を設定 します。インサート式で使う
ときはダイレクト・レベルと のバランスをとってやや
下げるとよいでしょう。
設定値 :
0 〜 100
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Gate（ゲート）
信号を遮断します。リバーブ 音などを途中でカットさ
せるゲート・リバーブやダ ッキング・リバーブ風など
の特殊な効果も得られます。

6.

Release（リリース・タイム）
ホー ルド・タイ ム経過後、ゲ ートが 閉じ始 めてから、
閉じ終わるまでの所用時間を設定します。
設定値 :
1 〜 100

fig.10-11j

入力信号
Threshold

開
ゲート閉
Attack

1.

Gate（ゲート・スイッチ）
ゲート 機能を使う（On）／使わない（Off）を設定し
ます。
設定値 :
Off、On

エフェクト・ブロックのスイッチ（［F5］で切り替え）
は、Reverb ブロックと兼用しています。 ゲートを使わな
い場合は Gate を Off に設定します。

2.

Mode（ゲート・モード）
設定値
Gate

Duck

3.

解説
（ゲート・リバーブ）原音の音量が小さくなる
とゲートが閉じ、リバーブ音がカットされま
す。
（ダッキング・リバーブ）原音の音量が大きく
なるとゲートが閉じ、リバーブ音がカットさ
れるダッキング・リバーブ風効果です。大入
力時のみリバーブ音を止めて、演奏が不明瞭
になるのを防止できます。

Threshold（スレッショルド・レベル）
ゲートが閉じてリバーブ音 がカットされる原音の音量
レベルを設定します。
設定値 :
0 〜 100

4.

Attack（アタック・タイム）
ゲートが開き始めてから、完 全に開くまでの所用時間
を設定します。
設定値 :
1 〜 100

5.

Hold（ホールド・タイム）
原音 がスレッ ショルド・レ ベルを 下回った 瞬間から、
ゲートが閉じ始めるまでの時間を設定します。
設定値 :
1 〜 100
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Hold
Release

● このほかのエフェクト・ブロック
「3 Band EQ （3 バンド・イコライザー）」（P.19）
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05 Tape Echo 201
Tape Echo 201（テープ・エコー）

6.

ローランド RE-201 スペース・エコーの、テープ・エ
コー部のモデリングです。

Pan Head Short（パン・ヘッド・ショート
Pan Head Middle（パン・ヘッド・ミドル）
Pan Head Long（パン・ヘッド・ロング）
設定値 :
L63 〜 R63
ショート、ミドル、ロングの再生ヘッドごとの定位（パ
ン）を設定します。実物の RE-201 にはないパラメー
ターです。

7.

Tape Dist.（テープ・ディストーション）
テープ独特の歪みを付 加するパラメーターです。測定
器 で測っ てわ かる よう な微妙 な音 色変 化を 再現 しま
す。値を大きくすると、歪みが深くなります。
設定値 :
0〜5

8.
1.

Mode Selector（モード・セレクター）
RE-201 は、遅れ時間の異なる音（S= ショート、M=
ミドル、L= ロングの各ディレイ音）を作る 3 個のヘッ
ドがあります。Mode Selector パラメーターで使用す
る再生ヘッドの組み合わせを 設定します。例えば ML
に設定するとミドル、ロング の再生ヘッドが選ばれま
す。
設定値
S
M
L
SM
ML
S L
SML

2.

使用ヘッド
ショート
ミドル
ロング
ショートとミドル
ミドルとロング
ショートとロング
すべてのヘッド

Repeat Rate（リピート・レート）
テープ・スピードを設定し ます。ディレイ効果のディ
レイ・タイムに相当しま す。ディレイ音の間隔は、値
を大きくすると、短くなります。
設定値 :
0 〜 100

3.

Echo Volume（エコー・ボリューム）
エコー音の音量を設定し ます。インサート式で使うと
きはダイレクト・レベルとの バランスをとってやや下
げるとよいでしょう。
設定値 :
0 〜 100

5.

ワウ・フラッター・レート を大きくすると、揺れが速
くなります。
設定値 :
0 〜 100

9.

Wow Flutter Depth
（ワウ・フラッター・デプス）
ワウ・フラッター・デプス を大きくすると、揺れが深
くなります。
設定値 :
0 〜 100

テープの劣化や回転ムラによる、複雑なピッチの揺れをワ
ウ・フラッターといいます。（周期の遅いものをワウ、周
期の速いものをフラッターといいます。）

10. Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定しま す。センド／リターン式で使う
場合は 0 にします。インサート式のときは上げて、原
音を出力に混ぜます。
設定値 :
0 〜 100

Intensity（インテンシティー）
ディレイ音の繰り返し量 を設定します。ディレイ効果
のフ ィードバ ックに相 当しま す。値を大き くすると、
繰り返しが多くなります。
設定値 :
0 〜 100

4.

Wow Flutter Rate
（ワウ・フラッター・レート）

1974 年に発売され、現在も愛用者が多い RE-201 スペー
ス・エコーのテープ・エコー部を、実物や開発当時の資料
をもとに忠実に再現しています。さらにモーター部のゆれ
や歪みの個体差を表現する設定や、実機にはない 3 つの
再生ヘッド別のパンニング出力機能も追加されています。
現在主流のデジタル・ディレイのクリアな音とは異なる、
暖かなロー・ファイ・エコーが手軽に得られます。リアル
タイム・エフェクトつまみでリピート・レート（テープ・
スピード）を変更すると、リアルな操作感が楽しめます。

Bass（ベース）／ Treble（トレブル）
設定値 :
-100 〜 +100
エコー音の低音域（Bass）、高音域（Treble）を加減
します。0 にすると変化がありません。
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06 EZ Delay
EZ Delay（イージー・ディレイ）
ステレオ／モノ／オル タネート（左右交互）の切り替
えや、ソングのテンポとの同期が可能なデジタル・ディ
レイです。最大 1200 ミリ秒（1.2 秒）のディレイが
可能です。

設定した音符の長さが設定可能なディレイ・タイムの値を
超えると、可変範囲内で頭打ちになります。設定した音符
の前に「?」が表示されているときは、設定範囲の上限／
下限を超えているため正しく同期しません。また、ディレ
イ・タイムとソングのテンポは、それぞれ精度が異なりま
す。長時間経過するとわずかにズレが生じます。

5.

L-R Order（L-R オーダー）
モードがオルタネート の場合に、ディレイ音が左／右
のどちらから先に鳴り始めるかを設定します。
設定値
L ＞＞ R
L ＜＜ R

1.

解説
左が先に鳴り始めます。
左が先に鳴り始めます。

モードがオルタネート以外だと無効となり、設定できませ
ん。

Mode（モード）
ステレオ／モノラルを切り替えます。
設定値
Mono
Stereo
Alt

2.

解説
（モノ）1 入力、2 出力のディレイです。ステレ
オ音は入力前に左右がミックスされます。
（ステレオ）2 入力、2 出力のステレオ・ディレ
イです。入力音と同じ定位でディレイ音が出力さ
れます。
（オルタネート）ディレイ音が左右交互に鳴る
ディレイ（オルタネート・ディレイ）です。

L-R Shift（L-R シフト）
左右のディレイ音のうち、片 側だけ遅延時間を増やし
て発音をずらします。設定 値はディレイ・タイムの設
定によって制限されます。
設定値 :
L1199 〜 R1199msec

Mode がオルタネートの場合は無効となり、設定できませ
ん。

4.

Tempo Sync（テンポ・シンク）
ソングのテンポにディレ イ・タイムを同期させる場合
に設定します。同期さ せない場合は、OFF にします。
音符を選ぶと、ディレイ・タイ ムがテンポに見合った
音符の長さになります。
設定値 :
OFF、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 、
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Effect Level（エフェクト・レベル）
ディレイ音の音量を設 定します。インサート式で使う
ときはダイレクト・レベル とのバランスをとってやや
下げるとよいでしょう。
設定値 :
0 〜 100

7.

Low Damp Freq
（ロー・ダンプ・フリケンシー）
ロー・ダンプによって減衰 させる帯域の上限周波数を
決めます。ロー・ダンプは残 響音の低域を早く減衰さ
せ、すっきりしたディレイ効果にする機能です。
設定値 :
50Hz 〜 4000Hz

Delay Time（ディレイ・タイム）
原 音が鳴 って から ディ レイ音 が鳴 るま での 遅延時 間
（ディレイ音の間隔）をミリ秒単位で設定します。モー
ドがモノまたはステレオの場合は、L-R シフトの設定
によって設定値が制限さ れます。オルタネートの場合
は、設定値が 0 〜 600 ミリ秒に制限されます。テン
ポ・シンク（後述）が設定されて いるときは無効にな
り、設定できません。
設定値 :
1 〜 1200msec

3.

6.

8.

Low Damp Gain（ロー・ダンプ・ゲイン）
ロー・ダンプの効き具合を設定します。
設定値 :
-36dB 〜 0dB

9.

High Damp Freq
（ハイ・ダンプ・フリケンシー）
ハイ・ダンプは高域を先に 減衰させてディレイ音に自
然さを加えます。減衰させ る帯域の下限周波数を設定
します。
設定値 :
1kHz 〜 20kHz

自然界の残響音は、高域ほど早く減衰します。

10. High Damp Gain（ハイ・ダンプ・ゲイン）
ハイ・ダンプの効き具合を設定します。
設定値 :
-36dB 〜 0dB

ロー・ダンプとハイ・ダンプを組み合わせることで、部屋
の壁材（の吸音具合）などを表現できます。
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11. Feedback Level（フィードバック・レベル）
ディレイ音の繰り返し量を設定します。0 にすると各
ディレイ音が 1 回だけ鳴ります。
設定値 :
0 〜 100

値を大きくしすぎると発振することがあります。

12. Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。セ ンド／リターン式で使う
場合は 0 にします。インサート式のときは上げて、原
音を出力に混ぜます。
設定値 :
0 〜 100
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07 Delay RSS
超えると、可変範囲内で頭打ちになります。設定した音符
の前に「?」が表示されているときは、設定範囲の上限／
下限を超えているため正しく同期しません。また、ディレ
イ・タイムとソングのテンポは、それぞれ精度が異なりま
す。長時間経過するとわずかにズレが生じます。

Delay RSS（ディレイ RSS）
1 入力のディレイに RSS 効果を加えて空間の広がりを
付けます。やまびこのよう な効果を得るディレイ・エ
フェクトのバリエーションです。

5.

Mono Level（モノラル・ディレイ・レベル）
モノラル・ディレイ音の音量を設定します。
設定値 :
0 〜 100

6.

RSS Level（ディレイ RSS レベル）
ディレイ RSS 音の音量レベルを設定します。
設定値 :
0 〜 100

7.
1.

Mono Level、RSS Level のバランスを保持し、トー
タル・レベルで全体のエフェクト音量を設定します。

Delay Time（ディレイ・タイム）
原 音が鳴 って から ディ レイ音 が鳴 るま での 遅延時 間
（ディレイ音の間隔）をミリ秒単位で設定します。設定
範囲は RSS シフトと L-R シフト（後述）の設定によっ
て制限されます。テン ポ・シンク（後述）が設定され
ているときは無効になり、設定できません。
設定値 :
0 〜 1200msec

2.

8.

Low Damp Freq
（ロー・ダンプ・フリケンシー）
ロー・ダンプによって減衰 させる帯域の上限周波数を
決めます。ロー・ダンプは残 響音の低域を早く減衰さ
せ、すっきりしたディレイ効果にする機能です。
設定値 :
50Hz 〜 4000Hz

9.

RSS Shift（RSS シフト）
RSSで加工した音だけ遅延時間をさらに増やして発音
をずらします。設定範囲はディレイ・タイムと L-R シ
フトの設定によって制限されます。
設定値 :
-1200 〜 0 〜 +1200msec

3.

Effect Level（エフェクト・レベル）

Low Damp Gain（ロー・ダンプ・ゲイン）
ロー・ダンプの効き具合を設定します。
設定値 :
-36dB 〜 0dB

10. High Damp Freq
（ハイ・ダンプ・フリケンシー）

L-R Shift（L-R シフト）
左右の RSS 出力のうち、片側だけ遅延時間を増やして
発 音を ずら しま す。設定 範 囲は ディ レイ・タ イム と
RSS シフトの設定によって制限されます。
設定値 L1200 〜 R1200msec

ハイ・ダンプは高域を先に 減衰させてディレイ音に自
然さを加えます。減衰させ る帯域の下限周波数を設定
します。
設定値 :
1kHz 〜 20kHz

fig.10-17j

自然界の残響音は、高域ほど早く減衰します。

L

原音

(Delay)Time

RSS Shift

4.

L

R

11. High Damp Gain（ハイ・ダンプ・ゲイン）
R

L-R Shift

Tempo Sync（テンポ・シンク）
ソングのテンポにディレ イ・タイムを同期させる場合
に設定します。同期さ せない場合は、OFF にします。
音符を選ぶと、ディレイ・タイ ムがテンポに見合った
音符の長さになります。
設定値 :
OFF、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 、

設定した音符の長さが設定可能なディレイ・タイムの値を
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ハイ・ダンプの効き具合を設定します。
設定値 :
-36dB 〜 0dB

ロー・ダンプとハイ・ダンプを組み合わせることで、部屋
の壁材（の吸音具合）などを表現できます。

12. Feedback Level（フィードバック・レベル）
デ ィレイ 音の 繰り 返し量 を設 定し ます。0 にす ると
ディレイ音が 1 回だけ鳴ります。
設定値 :
0 〜 100

値を大きくしすぎると発振することがあります。
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13. Direct Level（ダイレクト・レベル）
設定値 :
0 〜 100
原音の音量を設定します。セ ンド／リターン式で使う
場合は 0 にします。インサート式のときは上げて、原
音を出力に混ぜます。
通常はモノラル・ディレイ・レベルを 0 にしておくと、
RSS 効果がよくわかります。また L-R シフトが 0（シ
フトなし）になっていると、RSS 効果がわかりにくい
場合があります。ソングのテ ンポとの同期をする場合
の注意点は、アルゴリズム 06 EZ DELAY と同様です。
RSS（Roland Sound Space ／ローランド・サ
ウンド・スペース）は、通常のステレオ・スピー
カ ー だけ で 立体 的 に音 を 定位 さ せる 独 自の エ
フェクト技術です。このアルゴリズムでは RSS
技術の一部を用い、聞き手の真横（左右のスピー
カ ー の外 側）への 定位 を得 てい ま す。
（専 用の
RSS 装置では、上、下、後ろといった方向感や、
遠 い、近いといっ た距離感を 自由に制 御できま
す。）RSS の効果を最大限に発揮するためには、
次の点に気を付けてください。
•
•

•
•
•

残響の少ない部屋が適しています。
スピーカーは、シングル・ウエイ型が適して
います。また、マルチ・ウエイ型でも、同軸
方式や仮想同軸方式であればかまいません。
スピーカーは、側面の壁からできるだけ離し
てください。
左右のスピーカーの間隔は、開きすぎないよ
うにしてください。
次の最適位置で聴いてください。

fig.10-16j

For Stereo Speakers
このサウンドはスピーカー再生用に作られています。
ヘッドホンでお聴きになると正しい効果はでません。
壁や床からの反射は少ない方がよい。
もし硬い壁が近くにあるときは
カーテンなどをするとよい。
スピーカーは壁や床から
離した方がよい。

ー

カ

ー

ピ

ス

ス

ピ

ー

カ

ー

24 〜 30 度
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08 Analog Delay & Chorus
Analog Delay
（仮想アナログ・ディレイ）

Analog Chorus
（仮想アナログ・コーラス）

80 年代のギター用コンパクト・アナログ・ディレイを
モデリングしたエフェ クトです。アナログ・エコー独
特の雰囲気を持つ、柔らかい音が得られます。

1.

Repeat Rate（リピート・レート）

BOSS の CE-1 コーラス・アンサンブルを再現したア
ルゴリズムです。実物や開 発当時の資料をもとに忠実
に再現しています。原音に揺れや広がりを付けます。

1.

現在のディレイ機器のディレイ・タイムに相当します。
値を大きくすると、ディレイ音の間隔が短くなります。
設定値 :
0 〜 100

2.

コーラス／ビブラートのモード切り替えです。
設定値 :
Chorus、Vibrato

Echo Level（エコー・レベル）

コーラス・モードでは、原音にピッチを揺らしたコーラス
音を加えた効果が得られます。ビブラート（Vibrato）
モードでは、ピッチを揺らす波形と速さがコーラス・モー
ドとは異なります。（後の BOSS ビブラート・エフェク
ターは原音を混ぜませんが、CE-1 はビブラートのときも
原音を混ぜていました。）

エコー音（ディレイ音）の量を設定します。
設定値 :
0 〜 100

3.

Intensity（インテンシティー）
ディレイ音の繰り返し量 を設定します。現在のディレ
イ機器のフィードバック に相当します。値を大きくす
ると、繰り返しが多くなります。
設定値 :
0 〜 100

4.

2.

80 年中頃の BOSS コンパクト・アナログ・エコーの、周
波数特性などを再現しています。BBD 素子（アナログ
IC）の性能の限界もモデリングしているので、ディレイ・
タイムの設定値が他のディレイ・エフェクトより短くなっ
ています。実機はダイレクト・レベルがありませんが、こ
のアルゴリズムでは不便がないよう用意されています。

Chorus Intensity
（コーラス・インテンシティー）
CE モードが Chorus（コーラス）の場合に、ピッチの
揺れの速さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。セ ンド／リターン式で使う
場合は 0 にします。インサート式のときは上げて、原
音を出力に混ぜます。
設定値 :
0 〜 100

Mode（CE モード）

3.

Vibrato Depth（ビブラート・デプス）
CE モードが Vibrato（ビブラート）の場合に、ピッチ
の揺れの深さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

4.

Vibrato Rate（ビブラート・レート）
CE モードが Vibrato（ビブラート）の場合に、ピッチ
の揺れの速さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

5.

Direct Out（ダイレクト・アウト）
原音（ただしモノラル）を混 ぜるかどうかを切り替え
ます。実物の CE-1 では On に固定です。Off にすると
センド／リターン式でも使えます。
設定値 :
Off、On
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6.

Output Mode（アウトプット・モード）
出力 の形態（モ ノラル／ ステレ オ）を切り 替えます。
ステレオは 2 種類の設定があります。
値
Mono
St-1

St-2

解説
（モノラル）モノラル出力です。
（ステレオ 1）原音に、ピッチを揺らした左右
逆相のコーラス音を混ぜた効果です。定位感
が弱く、広がるステレオ・コーラスです。
（ステレオ 2）左に原音、右にピッチを揺らし
たコーラス音を出力します。2 重奏のような
効果が得られます。

アウトプット・モードは、CE-1 後継モデルの CE-3 で追
加されたものです。（CE-1 の音は「Mono」または
「St-2」で再現されます。）
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09 Digital Chorus
Digital Chorus
（ステレオ・デジタル・コーラス）
空 間的 な広 がり を表現 した り、音に 揺れ をつ ける エ
フェクトです。

1.

Rate（レート）
ピッチの揺れの速さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

2.

Depth（デプス）
ピッチの揺れの深さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

3.

LFO Phase（LFO フェーズ）
ピッチの揺れを つくりだす発振器（LFO）の、右と左
の位相のズレを設定します（ヒント参照）。
設定値 :
0 〜 180deg

4.

Cross Mix（クロス・ミックス）
左のコーラス音を右の入 力に、右のコーラス音を左の
入力に戻すことで、空間的な広がりを作り出します。
プラス側では正相で、マイナ ス側では逆相で入力に戻
されます。
設定値 :
-100 〜 +100

5.

Effect Level（エフェクト・レベル）
コーラス音の音量を設定します。通常は 100 にしてお
きます。
設定値 :
0 〜 100

6.

Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。セ ンド／リターン式で使う
場合は 0 にします。インサート式のときは上げて、原
音を出力に混ぜます。
設定値 :
0 〜 100

LFO フェーズを設定すると、 左右のコーラス音の、ピッ
チの上昇／下降タイミングをずらすことができます。
0deg（0 度）では、左右のピッチが同時に上下します。
180deg では、左右のピッチの上下がちょうど逆になりま
す。少しずれた設定にしておくと、特にモノラル音を入力
した際に、広がりを演出できます。クロス・ミックスは、
隠し味としてマイナス側（逆位相）の値にすることで、独
特の浮遊感のあるステレオ・コーラスが得られます。
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7.

Tone Bass（ベース）／ Tone Treble（ト
レブル）
コーラス音の低音（Bass）、高音（Treble）を設定し
ます。0 にすると変化がありません。
設定値 :
-100 〜 +100
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10 4 Button Chorus 320
4 Button Chorus
（仮想 SDD-320）
空間的な広がりを作るエフェクトです。

1.

Input Mode（インプット・モード）
ス テ レ オ の 原 音 を、入 力 時 に モ ノ ラ ル 化 す る か
（Mono）、し な い か（Stereo）の 設 定 を し ま す。
（SDD-320 では入力ジャックの接続のしかたで切り替
わりました。）
設定値 :
Mono、Stereo

2.

Mode Button（モード・ボタン）
SDD-320 には効き方を変える 4 つのモード・ボタン
があります。このモード・ボタ ンのどれが押されてい
るかを設定します。（
「1+4」は、1 と 4 が同時に押さ
れた状態です。）
設定値 :
1 〜 4、1+4、2+4、3+4

3.

Mix Balance（ミックス・バランス）
原音とエフェクト音の音量バランスを設定します。50
にすると、SDD-320 と同じバランスになります。0 で
は原音のみ、100 ではエフェ クト音のみとなります。
センド／リターン式で使うときは 100 にします。
設定値 :
0 〜 100

モード・ボタンの設定によって、効果は微妙に変わりま
す。各モードを試して、適切なモードを選んでください。

ローランド SDD-320 は、1979 年から 8 年間ほど生産さ
れた、空間的な広がりをつけるアナログ・エフェクターで
す。パネル面には 5 つのボタン（オフと 4 つのモード）
だけを備え、その切り替えで効果を選べるようになってい
ました。コーラス系の効果ですが、揺れの少ない自然な広
がりが得られるのが特徴です。リミックス・アーティスト
などに現在も愛用者が多いモデルです。
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11 Vintage Flanger 325
Vintage Flanger
（ビンテージ・フランジャー）

6.

ChB Mode（チャンネル B モード）
通常はノーマル（NonInv）にします。インバート（Inv）
にすると、右チャンネ ルの揺れ（上昇／下降）が反転
します。左右のチャンネル が逆に揺れる効果が得られ
ます。
設定値 :
NonInv、Inv

ローランド SBF-325 を忠実に再現し、効果のバリエー
ションの多さと、アナログ独特のクセの強い音を作りだし
ます。SBF-325 は、1979 年から約 5 年間生産されたア
ナログ・フランジャーです。現在でもダンス・ミュージッ
クなどのミュージシャンの間で珍重されていますが、入手
が難しくなってきているモデルのひとつです。

1.

Feed Back（フィードバック）

7.

フラン ジャーの効果を 増強する設定 です。コーラス・
モードでは無効です。
設定値 :
0 〜 100

Effect Mode（エフェクト・モード）
効果の種類を設定し ます。各モードを試して、適切な
モードを選んでください。
値
Flanger1

SBF-325 の動作を忠実に再現していますので、値を大き
くしすぎると、発振することがあります。大きな発振音に
より耳や再生装置にダメージを与えないようご注意くださ
い。

2.

Manual（マニュアル）
効果をかける中心周波数 を設定します。フランジング
効果の金属音の、ピッチが変わります。
設定値 :
0 〜 100

3.

Rate（レート）
フラン ジャー音の揺れ の速さを設定 します。テンポ・
シンク時には無効となり、設定できません。
設定値 :
0 〜 100

4.

Depth（デプス）
フランジャー音の揺れの深さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

5.

Tempo Sync（テンポ・シンク）
設定値 :

OFF、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 x1 〜 x4
ソングのテンポにレートを 同期させる場合に設定しま
す。同期させない場合は、OFF にします。音符を選ぶ
とレートの設定が無効 になり、レートが、テンポに見
合った音符の長さとほぼ同じになります。

設定した音符の長さが設定可能なレートの値を超えると、
可変範囲内で頭打ちになります。設定した音符の前に
「?」が表示されているときは、設定範囲の上限／下限を
超えているため正しく同期しません。また、レートとソン
グのテンポは、それぞれ精度が異なります。長時間経過す
るとわずかにズレが生じます。
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Flanger2
Flanger3
Chorus

8.

解説
（フランジャー 1）一般的なモノラル・フ
ランジャー
（フランジャー 2）原音のステレオ定位が
活かせるステレオ・フランジャー
（フランジャー 3）より強烈な効果が得ら
れるクロス・ミックス・フランジャー
（コーラス）コーラス効果

Phase ChA（チャンネル A フェーズ）／
Phase ChB（チャンネル B フェーズ）
各チャンネルの原音にフ ランジング音を混ぜる際の位
相を設定します。ノーマル（NonInv）では正相（+）、
イン バート（Inv）では逆相（-）になります。音 の広
がりかたが変わります。
設定値 :
NonInv、Inv
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12 2x BOSS Flanger
Stereo Flanger
（ステレオ・フランジャー）

設定した音符の長さが設定可能なレートの値を超えると、
可変範囲内で頭打ちになります。設定した音符の前に
「?」が表示されているときは、設定範囲の上限／下限を
超えているため正しく同期しません。また、レートとソン
グのテンポは、それぞれ精度が異なります。長時間経過す
るとわずかにズレが生じます。

原音に、独特の金属的な うねり（上昇／下降音）を付
加します。

7.

LFO Phase（LFO フェーズ）
揺れをつくる発振 器（LFO）の左右の位相をずらしま
す。左右の揺れの上昇／下降タイミングが変わります。
0deg（度）では、左右が同時に上下し、180deg では、
左右の上昇／下降が逆になります。
設定値 :
0 〜 180deg

8.
1.

モデリングするフランジャーを選びます。
値
Normal
HiBand

2.

解説
（ノーマル・タイプ＜ BOSS BF-2 ＞）
（ハイ・バンド・タイプ＜ BOSS HF-2 ＞）
ノーマル・タイプより 1 オクターブ上のフラ
ンジング音になります。

3.

Depth（デプス）
フランジャー音の揺れの深さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

4.

Rate（レート）
フラン ジャー音の揺れ の速さを設定 します。テンポ・
シンク時には無効となり、設定できません。
設定値 :
0 〜 100

5.

クロス・フィードバックの値を上げすぎると、大きな発振
音を生じます。耳や再生装置にダメージを与えないようご
注意ください。

Manual（マニュアル）
効果をかける中心周波数 を設定します。フランジャー
音の、ピッチが変わります。
設定値 :
0 〜 100

Resonance（レゾナンス）
フランジャーの効果を増 強する設定です。アルゴリズ
ム 11 のフィードバックに相当します。
設定値 :
0 〜 100

Cross Feedback（クロス・フィードバック）
左右の各チャンネルの 入力に、反対チャンネルのフラ
ンジング音を戻す設定 です。さらに強力なフランジン
グ効果が得られます。プ ラス側では正相で、マイナス
側では逆相で入力に戻されます。
設定値 :
-100 〜 +100

Mode（モデル・タイプ）

9.

Cross Mix（クロス・ミックス）
左右の各チャンネルの フランジング音に、反対チャン
ネルのフランジング音を混ぜる設定です。
プラス側では正相で、マイ ナス側では逆相でミックス
されます。
設定値 :
-100 〜 +100

クロス・フィードバックとクロス・ミックスは、2 個のフ
ランジャーを実際に並べて使用しても得られない効果で
す。このアルゴリズムではステレオでの使用を考え、これ
らのパラメーターが追加されています。クロス・ミックス
の値は、隠し味としてマイナス方向（位相が反転）に設定
しておくことで、独特の浮遊感のあるステレオ・フランジ
ング効果が得られます。

レゾナンスの値を上げすぎると、大きな発振音を生じま
す。耳や再生装置にダメージを与えないようご注意くださ
い。

6.

Tempo Sync（テンポ・シンク）
設定値 :

OFF、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 x1 〜 x4
ソングのテンポにレートを 同期させる場合に設定しま
す。同期させない場合は、OFF にします。音符を選ぶ
と レー トの 設定 が無効 にな り、レー トが テン ポに 見
合った音符の長さになります。
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13 Stereo Pitch Shifter
Stereo Pitch Shifter
（ステレオ・ピッチ・シフター）

6.

Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。
設定値 :
0 〜 100

原音のピッチを変えるエ フェクトです。ピッチの変化
量は左右独立に設定することもできます。
単純に原音のピッチを変えるときは、ダイレクト・レベル
を 0 に設定し、インサート式で使います。

1.

Stereo Link（ステレオ・リンク）
左右のピッチ・シフターを 連動させるか、個別に設定
を変えるかを選びます。
On にすると、右チ ャンネルのピッチ・シフ ターが左
チャンネルの設定に従います。
設定値 :
Off、On

2.

Grade（グレード）
エフェクト音の品位を設 定します。値が大きいほど自
然な音になりますが、原音か らの遅れも大きくなりま
す。ドラム・パートなどでは、こ の設定によってリズ
ムが乱れて聴こえる場合 があるので、それぞれの設定
で試して、最適のものにします。
設定値 :
1、2、3、4、5

3.

Lch Pitch（左チャンネル・ピッチ）／
Rch Pitch（右チャンネル・ピッチ）
左右のピッチのシフト量 を設定します。半音単位の設
定をします。
設定値 :
-12 〜 +12

4.

Lch Fine（左チャンネル・ファイン・ピッチ）
Rch Fine（右チャンネル・ファイン・ピッチ）
左右のピッチのシフト量を設定します。1 セント単位
の微調整をします。
設定値 :
-100 〜 +100

1 セントは、半音の 1/100

ステレオ・リンクが On になっていると、右チャンネルの
設定は無視されます。

5.

Effect Level（エフェクト・レベル）
エフェクト音の音量を設定します。
設定値 :
0 〜 100
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14 80s Phaser
Stereo Phaser
（ステレオ・フェーザー）

6.

Resonance（レゾナンス）
値を大きくするほど、クセの強い音になります。
設定値 :
0 〜 100

2 台の連動したモノラル・フェーザーを並列に配置し
たエフェクトです。
レゾナンスの値を上げすぎると、大きな発振音を生じま
す。耳や再生装置にダメージを与えないようご注意くださ
い。発振音を緊急に止めるときは、EFFECTS
PROCESSOR［ON/OFF］を押します。

7.

Shift Mode（シフト・モード）
フェーズ・シフト回路の段数（4Stage=4 段、
8Stage=8
段）を設定します。8 段では打ち消される周波数ポイ
ントが増え、より鋭い効果が得られます。
設定値 :
4Stage、8Stage

fig.10-28j

1.

Tempo Sync（LFO1 テンポ・シンク）
OFF、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 x1 〜 x4
ソングのテンポに LFO1 レートを同期させる場合に設
定します。同期させない場合は、OFF にします。音符
を選ぶと LFO1 レートの設定が無効になり、
LFO1 レー
トがテンポに見合った音符の長さになります。

レべル

設定値 :

設定した音符の長さが設定可能なレートの値を超えると、
可変範囲内で頭打ちになります。設定した音符の前に
「?」が表示されているときは、設定範囲の上限／下限を
超えているため正しく同期しません。また、レートとソン
グのテンポは、それぞれ精度が異なります。長時間経過す
るとわずかにズレが生じます。

2.

Depth（LFO1 デプス）
うねりの深さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

3.

Phase（LFO1 フェーズ）
左右のうねりの位相を設定します。ノーマル（NORM）
では 同じ位相、イン バート（INV）では反転した 位相
になります。
設定値 :
NonInv、Inv

4.

4段

周波数
レべル

8段

周波数

80 年代前半の、2U ラック式フェーザーを再現していま
す。2 台並列で配置されている各フェーザーは、1 入力、
1 出力のモノラル・フェーザーです。うねりをつくる発振
器（LFO）は、各フェーザーに 2 つずつ搭載されていま
す。これにより、複雑なうねりを作り出すことができま
す。LFO1 と LFO2 はうねりの速さが異なります。 LFO1
は非常にゆっくりとしたうねりを、LFO2 は速いうねりを
作り出します。LFO1 と LFO2 の位相（ フェイズ）は個別
に設定でき、LFO1 で大きなうねりをつくり、LFO2 で位
相を反転させた細かい揺れを僅かに加えることで広がり感
を得ることができます。

Rate（LFO1 レート）
うねりの速さを設定し ます。テンポ・シンク時には無
効となり、設定できません。
設定値 :
0 〜 100

LFO 2 の各パラメーターのはたらきは LFO1 と同じです
（テンポ・シンク機能はありません）。

5.

Center Freq（センター・フリケンシー）
フェーザー効果がかかる 中心周波数を設定します。値
を大きくすると、高域にフェーズ効果がかかります。
設定値 :
0 〜 100
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15 Stereo Auto Wah
Stereo Auto Wah
（ステレオ・オート・ワウ）
2 台のオート・ワウを並列に配置してステレオ対応に
したエフェクトです。

7.

LFO Depth（LFO デプス）
ワウ効果の深さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

8.

LFO Phase（LFO フェーズ）
ワウを開閉する発 振器（LFO）の左右の位相をずらし
ます。左右の開閉タイミングが変わります。0deg（度）
では 左右が同 時に開 閉し、180deg（度）では左 右の
開閉タイミングがちょうど逆になります。
設定値 :
0 〜 180deg

9.

Tempo Sync（テンポ・シンク）
設定値 :

1.

Filter Type（フィルター・タイプ）

OFF、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 x1 〜 x4
ソングのテンポに LFOレートを同期させる場合に設定
します。同期させない場合は、OFF にします。音符を
選ぶと LFO レートの設定が無効になり、LFO レート
がテンポに見合った音符の長さになります。

ワウ効果を作るフィルタ ーの種類を設定します（フィ
ルターの項の図→ P.17）
。
値
LPF

BPF

2.

解説
（ロー・パス・フィルター）特定の周波数より
低い帯域を通過させます。広い帯域でワウ効
果が得られます。
（バンド・パス・フィルター）特定の周波数付
近の帯域を通過させます。狭い帯域でワウ効
果が得られます。

Trigger Sens（トリガー・センス）
原音の音量変化でワウ効 果を付ける際の、感度を設定
します。値を大きくすると小 さい音量からワウ効果が
かかります。
設定値 :
0 〜 100

3.

Peak（ピーク）
基準 周波数付 近のワウ効 果の効き 具合を設 定します。
値を大きくすると狭い範 囲で、小さくすると広い範囲
でワウ効果が得られます。
設定値 :
0 〜 100

4.

Freq（フリケンシー）
ワウ効果の基準周波数を 設定します。値を大きくする
と、高い周波数になります。
設定値 :
0 〜 100

5.

Polarity（ポラリティー）
原音の音量変化でワウ効 果を付ける際に、周波数を高
い方向に動かすか（Up）、低い方向に動かすか（Down）
を設定します。
設定値 :
Down、Up

6.

LFO Rate（LFO レート）
ワウ効果の速さを設定 します。テンポ・シンク時には
無効となり、設定できません。
設定値 :
0 〜 100

38

設定した音符の長さが設定可能なレートの値を超えると、
可変範囲内で頭打ちになります。設定した音符の前に
「?」が表示されているときは、設定範囲の上限／下限を
超えているため正しく同期しません。また、レートとソン
グのテンポは、それぞれ精度が異なります。長時間経過す
るとわずかにズレが生じます。

LFO による周期的なワウ効果だけにするときは、 トリ
ガー・センスを 0 にします。逆に原音の音量に反応する
ワウ効果だけにするときは、LFO デプスを 0 にします。
両方とも 0 にして、C（コントロール）つまみで周波数を
変化させると、マニュアル（ペダル）ワウのような効果も
得られます。
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16 Stereo Distortion
Stereo Distortion
（ステレオ・ディストーション）
ギター用コンパクト・エフェ クターを再現した仮想ア
ナログ・ディストーションです。

1.

Tone（トーン）
音の明るさを設定しま す。値を大きくすると、明るく
派手な歪みになります。
設定値 :
0 〜 100

2.

Level（アウトプット・レベル）
出力の音量を設定します。歪 ませると音量も大きくな
るので、このパラメーターで音量を抑えます。
設定値 :
0 〜 100

3.

Dist（ディストーション）
歪み具合を設定します。原 音の音量が小さいと、値を
大きくしても歪まないことがあります。
設定値 :
0 〜 100

ステレオに対応するよう、2 台のディストーションを連動
させ左右に並列に配置しています。トーンで音色を調節し
きれない場合は、後段のイコライザーを併用します。

● このほかのエフェクト・ブロック
「3 Band EQ （3 バンド・イコライザー）」（P.19）

「Noise Suppressor （ノイズ・サプレッサー）
」（P.22）
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17 Phonograph
Phonograph（フォノグラフ）

8.

Hiss（ヒス）
「サーッ」という連続した雑音です。
アナ ログ・レコー ド特有 の雑音を 付加する 設定です。
値を大きくすると、雑音 が大きくなります。スクラッ
チ、ダス ト、ヒスで 各雑音の 音量バ ランス を設定し、
トータル・ノイズ・レベルで 全体の雑音量を設定しま
す。
設定値 :
0 〜 100

原 音を アナ ログ・レ コード の再 生音 のよ うに する エ
フェクトです。

9.

Wow Flutter Total
（ワウ・フラッター・トータル）
全体の回転ムラの量です。
設定値 :
0 〜 100

10. Wow（ワウ）
1.

Input（インプット）
レコード・プレーヤーがステ レオかモノラルかを設定
します。
設定値 :
Mono、Stereo

2.

Freq Range（フリケンシー・レンジ）
再生システムの周波数特 性を設定します。値を小さく
すると、周波数特性の悪い、古 いシステムの雰囲気に
なります。
設定値 :
0 〜 100

3.

Signal Dist（シグナル・ディストーション）
音の歪み具合を設定し ます。値を大きくすると、歪み
が増えます。
設定値 :
0 〜 100

4.

Disk Type（ディスク・タイプ）
ターン・テーブルの回転速 度を設定します。スクラッ
チ・ノイズの周期に影響します。
値
LP
EP
SP

5.

解説
33 1/3 回転（rpm）
45 回転（rpm）
78 回転（rpm）

Scratch（スクラッチ）
レコード盤の傷です。
設定値 :
0 〜 100

7.

Dust（ダスト）
レコード盤のホコリです。
設定値 :
0 〜 100
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11. Flutter（フラッター）
短い周期の回転ムラの度合いです。
設定値 :
0 〜 100

12. Random（ランダム）
周期の定まらない回転ムラの度合いです。
レコード・プレーヤーの回転ムラを設定します。ワウ、
フラッター、ランダムで 各回転ムラを設定し、トータ
ル・ワウ／フラッターで全 体の効果の深さを設定しま
す。
設定値 :
0 〜 100

13. Effect Level（エフェクト・レベル）
エフェクト音の音量を設定します。通常は 100 にしま
す。
設定値 :
0 〜 100

14. Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。通常は 0 にします。原音を
混ぜる必要があれば上げます。
設定値 :
0 〜 100

Noise Total（ノイズ・トータル・レベル）
全体の雑音量です。
設定値 :
0 〜 100

6.

長い周期の回転ムラの度合いです。
設定値 :
0 〜 100

SP 盤など、非常に古いレコードを再現するときは、イン
プットをモノラルにするとリアルです。このエフェクト
は、原音がないときにも「レコードの無音部分」の雑音を
発生し続けます。
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18 Radio Modeling
Radio Modeling
（AM ラジオ・モデリング）
原音を AM ラジオの音のように加工するエフェクトで
す。

エフェクト自体が音を出すアルゴリズムについて
次の 3 つのエフェクト・アルゴリズムはラジオやレコー
ド風の雑音などを合成する機能を持っています。
•
17 Phonograph
•
18 Radio Modeling

これらを用いたエフェク トを特定トラックのみにイン
サートして使う場合、以下の点にご注意ください。
•

1.

インサートしたトラック上のフレーズ群のレベル
（画面ガイド P.158）が、個々に異なる値に設定され
ていると、エフェクトが出す効果音（ノイズ）のレ
ベルも、それに従って変化します。この動作が問題
となる場合には、別トラックなどにリサンプリング
するなどして、フレーズのレベルを 100 に揃えてく
ださい。

Tuning（チューニング）
ラジオのチューニング（選 局）のズレ具合を設定しま
す。0 にするとチューニングが合います。
設定値 :
-50 〜 50

2.

Noise gg（ノイズ・レベル）
雑音の音量を設定します。
設定値 :
0 〜 100

3.

Freq Range（フリケンシー・レンジ）
ラジオの周波数特性を設定します。値を小さくすると、
周波数特性の悪い、小さいス ピーカーのラジオになり
ます。
設定値 :
0 〜 100

4.

Effect Level（エフェクト・レベル）
エフェクト音の音量を設定します。通常は 100 にしま
す。
設定値 :
0 〜 100

5.

Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。通常は 0 にします。原音を
混ぜるときは上げます。
設定値 :
0 〜 100

ノイズ・レベルを 0 以外に設定すると、原音がないとき
にもラジオの雑音が再現されます。
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19 Lo-Fi Processor
Bit/Rate Down
（ビット／レート・ダウン）
原音のビット数やサン プル・レートを変更し、初期の
デジタル・サンプラーなど のローファイ・サウンドを
作るアルゴリズムです。ビ ット／レート・ダウンの後
に、音色を変化させるフィ ルターとノイズ・サプレッ
サーが直列に配置されています。

みを、逆に活かす場合に Off にできるようになっていま
す。

ローファイ（Lo-Fi）は、ハイファイ（Hi-Fi=high fidelity、
再生音が原音に極めて近いこと）から派生した、逆の意味
の言葉です。ローファイ処理で「音を格好良く劣化させ
る」手法は、現在のダンス・ミュージックなどでよく使わ
れます。

● このほかのエフェクト・ブロック
「Filter（フィルター）」（P.17）

「Noise Suppressor （ノイズ・サプレッサー）
」（P.22）

1.

Pre Filter（プリ・プロセス・フィルター）
ローファイ処理の前に用 意されている、フィルターの
スイッチです。サンプル・レー トを下げるときのデジ
タル歪みを抑えます。
設定値 :
Off、On

2.

Sample Rate（サンプル・レート）
サンプル・レートを現在の何 分の一にするかを設定し
ます。Thru はサンプル・レートを変化させません。
設定値 :
Thru、1/2 〜 1/32

3.

Down to...（ダウン・トゥ ...）
ビット数を 減らす設定です。16bit で現状 のビット数
が保持されます。
設定値 :
16 〜 1bit

4.

Post Filter（ポスト・プロセス・フィルター）
ローファイ処理の後に用意 されているフィルターのス
イッチです。プリプロセ ス・フィルターと同じく、サ
ンプル・レートを下げるとき のデジタル歪みを抑えま
す。
設定値 :
Off、On

5.

Effect Level（エフェクト・レベル）
エフェクト音の音量を設定します。通常は 100 にしま
す。
設定値 :
0 〜 100

6.

Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。通常は 0 にします。原音を
混ぜるときは上げます。
設定値 :
0 〜 100

プリ・プロセス、ポスト・プロセスの各フィルターは、一
般のデジタル音声処理では必ずかかっています。このエ
フェクトでは、サンプル・レートを下げる際のデジタル歪
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20 Guitar Multi
Comp/Sustainer
（コンプレッサー／サステイナー）

Auto Wah（オート・ワウ）
フィルターの周波数特性 を時間的に変化させることで
独特 の音色が 得られ るエフェ クトです。ワ ウ効果は、
入力音の音量で変化さ せたり、周期的に変化させたり
できます。

大きなレベルの信号を抑 え、小さなレベルの信号を持
ち上げて音量を揃えるエフェクトです。

1.

Output Level（アウトプット・レベル）
コンプレッサーの音量を設定します。
設定値 :
0 〜 100

2.

1.

BPF（バンド・パス・フィルター）にしたときは狭い
周波 数範囲で ワウ効果 が得ら れ、LPF（ロー・パス・
フィルター）にしたときは 広い周波数範囲でワウ効果
が得られます。
設定値 :
LPF、BPF

Tone（トーン）
コンプレッサーの音質を設定します。
設定値 :
0 〜 100

3.

Attack（アタック）

2.

Sustain（サステイン）
小さなレベルの信号を持ち 上げて一定の音量にする時
間を設定します。
設定値 :
0 〜 100

Trigger Sens（トリガー・センス）
入力音の音量変化でワウ 効果を付けるときの感度を設
定し ます。値を大 きくす るほど反 応が強く なります。
入力音の音量変化でワウ効果を付けないときは値を 0
にします。
設定値 :
0 〜 100

音が入力されたときのアタックの強さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

4.

Filter Type（フィルター・タイプ）

3.

Peak（ピーク）
基準周波数付近のワウ効 果のかかり具合いを設定しま
す。値を小さくすると基準 周波数の広い範囲でワウ効
果が得られ、値を大きくす ると狭い範囲でワウ効果が
得られます。
設定値 :
0 〜 100

4.

Freq（フリケンシー）
ワウ効果の基準周波 数（効き始める周波数）を設定し
ます。
設定値 :
0 〜 100

5.

Polarity（ポラリティー）
入 力音 の音 量変 化で ワウ 効果 を付け る場 合、フィ ル
ターを高い周波数へ動かすか（Up）、低い周波数へ動
かすか（Down）を選びます。
設定値 :
Down、Up

6.

LFO Rate（LFO レート）
ワウ効果を周期的に変化 させるときの周期を設定しま
す。
設定値 :
0 〜 100
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7.

LFO Depth（LFO デプス）
ワウ効果を周期的に変化さ せるときの変化の深さを設
定します。周期的に変化させないときは値を 0 にしま
す。
設定値 :
0 〜 100

8.

Drive（ドライブ）
音を歪ませて、 のび のある音にするエフェクトです。

LFO Tempo Sync（テンポ・シンク）
設定値 :

OFF、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 x1 〜 x4
ソングのテンポに LFOレートを同期させる場合に設定
します。同期させない場合は、OFF にします。音符を
選ぶと LFO レートの設定が無効になり、LFO レート
がテンポに見合った音符の長さになります。

設定した音符の長さが設定可能なレートの値を超えると、
可変範囲内で頭打ちになります。設定した音符の前に
「?」が表示されているときは、設定範囲の上限／下限を
超えているため正しく同期しません。また、レートとソン
グのテンポは、それぞれ精度が異なります。長時間経過す
るとわずかにズレが生じます。

1.

Mode（モード）
設定値 :
Metal、DS、OD
エフェクトのタイプを選びます。
値
Metal
DS
OD

2.

解説
最も強く歪ませた音。
いわゆるディストーション・サウンド。
最も弱く歪ませた音。

Gain（ゲイン）
歪み具合いを設定します。
設定値 :
0 〜 100

3.

Output Level（アウトプット・レベル）
エフェクト音の音量を設定します。
設定値 :
0 〜 100

4.

Tone（トーン）
音質を設定します。
（Type・DS または OD のとき有効）
設定値 :
0 〜 100

5.

Low/Mid/High Gain（ゲイン）
低音域、中音域、高音域のゲインを設定します。
値
Low Gain
Mid Gain
High Gain

設定値 :

解説

低音域のゲイン
中音域のゲイン
高音域のゲイン
0 〜 100

Low/Mid/High Gain パラメーターは Mode=METAL のと
きに有効です。
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Guitar Amp. Modeling
（ギター・アンプ・モデリング）

Delay（ディレイ）
モノラル／オルタネ ート（左右交互）の切り替えがで
きるデジタル・ディレイです。最大 2400 ミリ秒（2.4
秒）の遅延が可能で、出力音にやまびこのようなエコー
を付けたり、音を厚くすることができます。

ギター・アンプをモデリングしています。

1.

Mode（モード）
ギター・アンプを選びます。
値
Small
BltIn
2Stak
3Stak

1.

解説
小型アンプ。
ビルト・イン・タイプのアンプ。
大型 2 段積みアンプ。
大型 3 段積みアンプ。

Mode（モード）
モードを切り替えます。
値
Mono
Alt

2.

解説
（モノラル）1 入力、1 出力のモノラル・ディ
レイです。
（オルタネート）1 入力、2 出力の、ディレイ
音が左右交互に鳴るステレオ・ディレイです
（オルタネート・ディレイ）。

Delay Time（ディレイ・タイム）
原 音が鳴 って から ディ レイ音 が鳴 るま での 遅延 時間
（ディレイ音の間隔）をミリ秒単位で設定します。テン
ポ・シンク時には無効となり、設定できません。
設定値 :
1 〜 2400（Mono）
1 〜 1200（Alt）

3.

Tempo Sync（テンポ・シンク）
ソングのテンポにディ レイ・タイムを同期させる場合
に設定します。同期 させない場合は、OFF にします。
音符を選ぶと、ディレイ・タ イムがテンポに見合った
音符の長さになります。
設定値 :
OFF、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 、

設定した音符の長さが設定可能なディレイ・タイムの値を
超えると、可変範囲内で頭打ちになります。設定した音符
の前に「?」が表示されているときは、設定範囲の上限／
下限を超えているため正しく同期しません。また、ディレ
イ・タイムとソングのテンポは、それぞれ精度が異なりま
す。長時間経過するとわずかにズレが生じます。

4.

Feedback Level（フィードバック・レベル）
デ ィレイ 音の 繰り 返し量 を設 定し ます。0 にす ると
ディレイ音が 1 回だけ（モードがオルタネートの場合
は左右 1 回ずつ）鳴ります。
設定値 :
0 〜 100

値を大きくしすぎると発振することがあります。
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5.

Effect Level（エフェクト・レベル）
ディレイ音の音量を設 定します。ダイレクト・レベル
とのバランスをとって設定します。
設定値 :
0 〜 100

6.

Chorus/Flanger
（コーラス／フランジャー）
空間的な広がりや揺れ をつけるコーラス効果と、金属
的なうねり（上昇／下降 音）を付加するフランジャー
効果のどちらかを選べるエフェクトです。

Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。通常は100 にしておきます。
設定値 :
0 〜 100

画面上でのエフェクト名の略記は「Dela y」です。アルゴ
リズム 06 EZ Delay（イージー・ディレイ）と似ています
が、ハイ／ロー・ダンプが無いなど、機能が簡略化されて
います。モノラル・モードでは、最大 2.4 秒のロング・
ディレイが得られます。

1.

Mode（モード）
コーラス／フランジャー のどちらにするかを設定しま
す。コーラス（Chorus）は空間的な広がりや揺れをつ
けるコーラス効果、フランジャー（Flanger）は金属的
なうねり（上昇／下降音）を 付加するフランジャー効
果です。
設定値 :
Chorus、Flanger

2.

Rate（レート）
ピッチ の揺れやうねり の速さを設定 します。テンポ・
シンク時には無効となり、設定できません。
設定値 :
0 〜 100

3.

Depth（デプス）
ピッチの揺れやうねりの深さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

4.

Manual（マニュアル）
エフェクト・モードがフ ランジャーの場合に、効果を
かける中心周波数を設 定します。フランジング効果の
金属音の、ピッチが変 わります。コーラス・モードの
ときは無効です。
設定値 :
0 〜 100

5.

Resonance（レゾナンス）
フラン ジャーの効果を 増強する設定 です。コーラス・
モードのときは無効です。
設定値 :
0 〜 100
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6.

Tempo Sync（テンポ・シンク）
設定値 :

OFF、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 x1 〜 x4
ソングのテンポにレートを 同期させる場合に設定しま
す。同期させない場合は、OFF にします。音符を選ぶ
と レー トの 設定 が無効 にな り、レー トが テン ポに 見
合った音符の長さになります。

設定した音符の長さが設定可能なレートの値を超えると、
可変範囲内で頭打ちになります。設定した音符の前に
「?」が表示されているときは、設定範囲の上限／下限を
超えているため正しく同期しません。また、レートとソン
グのテンポは、それぞれ精度が異なります。長時間経過す
るとわずかにズレが生じます。

コーラス／フランジャー部の揺れやうねりを作り出す発振
器（LFO）は、音源部の LFO とは別に用意されています。

7.

Modulation L-R Phase
（モジュレーション L-R フェーズ）
左右チャンネルのピッチ の揺れ、うねりの上昇／下降
のタイミングを、一致（NonInv）させるか、逆（Inv）
にするかを設定します。
設定値 :
NonInv、Inv

● このほかのエフェクト・ブロック
「Noise Suppressor （ノイズ・サプレッサー）
」（P.22）
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21 Vocal Multi
Limiter/De-esser
（リミッター／ディエッサー）

Pitch Shifter（ピッチ・シフター）
原音のピッチ（音の高さ）を変えるエフェクターです。

リミッターまたはディエッ サーのいずれかのエフェク
トを使用できます。リミッ ターは、大きなレベルの信
号を抑えて歪みを防ぐエ フェクトです。ディエッサー
は、音声に含まれる歯擦音 をカットして、柔らかな音
質に変えるエフェクトです。

1.

Pitch（ピッチ）
ピッチの変化量を半音単位で設定します。
設定値 :
-12 〜 12

2.
1.

2.

Limiter Threshold
（リミッター・スレッショルド）
リミッターが働き出す レベル（スレッショルド・レベ
ル）を設定します。
設定値 :
-60 〜 0dB

3.

Limiter Level（リミッター・レベル）
リミッターを通した音の音量を設定します。
設定値 :
-60 〜 12dB

4.

Limiter Release（リミッター・リリース）
入力レベルがスレッショ ルド・レベルより下がってか
ら、リミッターが切れるまでの時間を設定します。
設定値 :
0 〜 100

5.

De-esser Sens（ディエッサー・センス）
入力音の音量に対するディ エッサー効果の効き具合い
を設定します。
設定値 :
0 〜 100

6.

De-esser Frequency
（ディエッサー・フリケンシー）
ディエッサー効果がかか る周波数を設定します。設定
した値より高い周波数で効果がかかります。
設定値 :
1.0 〜 10.0 kHz
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ピッチの変化量を微設定します。
設定値 :
-100 〜 100

Mode（モード）
リミッターを使うか、ディエ ッサーを使うかを選びま
す。
設定値 :
Limiter、De-esser

Fine（ファイン）

3.

Effect Level（エフェクト・レベル）
ピッチ・シフト音の音量を設定します。
設定値 :
0 〜 100

4.

Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。
設定値 :
0 〜 100
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Chorus（コーラス）
コーラスは、音に広がりと厚 みを付けるエフェクトで
す。

1.

Rate（レート）
設定値 :
0 〜 100
コーラスの変調する周期を設定します。

2.

Depth（デプス）
設定値 :
0 〜 100
コーラスの変調する深さを設定します。

3.

CH-R Modulation
（右チャンネル・モジュレーション・フェーズ）
設定値 :
NonInv、Inv
通常はノーマル（NonInv）にします。インバート（Inv）
にすると、右チャンネル の揺れ（上昇／下降）が反転
します。左右のチャンネルが 逆に揺れる効果が得られ
ます。

4.

Effect Level（エフェクト・レベル）
設定値 :
0 〜 100
コーラスの音量を設定します。

5.

Direct Level（ダイレクト・レベル）
設定値 :
0 〜 100
原音の音量を設定します。

● このほかのエフェクト・ブロック
「Noise Suppressor （ノイズ・サプレッサー）
」（P.22）

「Enhancer（エンハンサー）
」（P.21）

「3 Band EQ （3 バンド・イコライザー）」（P.19）

「Delay（ディレイ）
」（P.45）

49

MV-8800_a_j.book 50 ページ ２００６年１０月１８日

水曜日

午前８時２１分

エフェクト・ブロック

22 Voice Transformer
Voice Transformer
（ボイス・トランスフォーマー）
基音ピッチとフォルマント を独立してコントロールす
ることにより、さまざまな ボイス・キャラクターを作
り出すことができます。
• 音声入力の際には、一人の音声だけを入力す
るようにしてください。複数の音声が入力さ
れると、正常に動作しません。
• スピーカーからの音声がマイクに入らないよ
うにしてください。複数の音声入力と同じ状
態になり、正常に動作しません。
• 使用するマイクは単一指向性をおすすめしま
す。また、できるだけマイクに近づいて話し
てください。

1.

Robot（ロボット・スイッチ）
ロボット 機能をオン／オフし ます。On にすると、入
力されるピッチに関係なく 一定のピッチで音声が出力
され、抑揚のないボイス・キャラクターになります。
設定値 :
Off、On

2.

Pitch（ピッチ）
ボイス・キャラクターのピッチを設定します。
設定値 :
-63 〜 63

3.

Formant（フォルマント）
ボイス・キャラクターのフォルマントを設定します。
設定値 :
-63 〜 63

4.

Balance
（ダイレクト／エフェクト・バランス）
ボイス・キャラクターの音量 と原音の音量バランスを
設定します。
設定値 :
0 〜 100

● このほかのエフェクト・ブロック
「3 Band EQ （3 バンド・イコライザー）」（P.19）

「Delay（ディレイ）
」（P.45）
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23 Mic.Modeling
Mic.Modeling Link
（マイク・モデリング・リンク）

Mic（マイク・モデリング）
安価な汎用マイクの特 性を、高価なスタジオ用マイク
の特性に変換します（マイ クロフォン→マイクロフォ
ン変換）。すでに録音済みの音に、マイクの種類や距離
を変えたのと同様の 音質変化を与えます。または、ラ
イン入力した楽器音に、マ イクロフォンの特性を与え
ます（ライン→マイクロフォン変換）。

A チャンネル／ B チャンネルのリンク・スイッチです。

1.

Link（リンク・スイッチ）
Off にすると、それぞれのチャンネルがモノ 2 チャン
ネルとして独立して動作します。On にすると、両チャ
ンネルを A チャンネル側の設定で同時にコントロール
できます（B チャンネルの設定は無効になります）
。
設定値 :
Off、On

1.

Input（インプット）
値
DR-20
Sml.Dy
Hed.Dy
Min.Cn
Flat
C3000B

2.

録音に使用するマイク
ローランド DR-20（ローランド製のダイナ
ミック・マイク）。
楽器、ボーカルなどに使われるスモール・ダ
イナミック・マイク。
ヘッド・セット・タイプのダイナミック・マ
イク。
超小型のコンデンサー・マイク。
ライン入力。
AKG 社のコンデンサー・マイク C3000B。

Output（アウトプット）
設定値
Sml.Dy
Voc.Dy
Lrg.Dy
Sml.Cn
Lrg.Cn
Vnt.Cn
Flat

モデリングするマイク
一般的な楽器・ボーカル用ダイナミック・マイ
ク。ギター・アンプやスネア・ドラムなどに最
適。
定番のボーカル用ダイナミック・マイク。張り
のある中域が特長。ボーカルに。
低域の伸びたダイナミック・マイク。バス・ド
ラムやタム等に。
楽器用スモール・コンデンサー・マイク。きら
びやかな高域が特長。金属系パーカッションや
アコースティック・ギターに。
フラットな特性のコンデンサー・マイク。ボー
カル、ナレーション、生楽器などに。
ビンテージ・コンデンサー・マイク。ボーカ
ル、生楽器などに。
フラットな周波数特性を持つマイク。集音時に
使用したマイクのクセを取りたいときに。

Input パラメーターに「Min.Cn」を選んだとき、Output
パラメーターは「Lrg.Dy」または「Lrg.Cn」のみが選べ
ます。
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OUT（アウト）にコンデンサー系のマイク・モデリング
を選ぶと、低域の特性がのびるためマイク・スタンドから
伝わる低域ノイズが強調されることがあります。このよう
な場合は、不要な低域をベース・カット・フィルターで
カットするか、集音時のマイク・スタンドにアイソレー
ション・マウント（ゴムなどで振動を吸収するマイク・ホ
ルダー）を装着してください。

3.

Mic.Modeling Limiter
（マイク・モデリング・リミッター）

Phase（フェーズ）
マイクの位相を設定します。
値
NonInv
Inv

4.

5.

解説
入力と同位相。
入力と逆位相。

Bass Cut（ベース・カット・フィルター）

2.

Freq（フリケンシー）

3.

Distance Sw（ディスタンス・スイッチ）
マイクロフォンは、音源が近 いと低音特性がのびる性
質があり ます。これを近接効果と 呼びます。On にす
ると、距離による周波数特性 や時間差をモデリングし
ます。
Off にしたときは、Prox.Fx、Time の設定が無効にな
ります。
設定値 :
Off、On

7.

Prox.Fx（プロキシミティー・エフェクト）
マイクには音源が近いと低 音特性が伸びる性質があり
ます。この性質をモデリン グし、音源からの距離によ
る低域特性を補正します。 + 側にすると音源に近づ
き、 - 側にすると遠ざかります。
設定値 :
-12 〜 +12

8.

Time（タイム）
音源から距離による時間差をモデリングします。
設定値 :
0 〜 3000 cm
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Threshold（スレッショルド・レベル）
効果が効き始めるレベルを設定します。
設定値 :
-60 〜 0 dB

ポップ・ノイズなど、不要な低 域をカットするフィル
ターです。On にすると、マイクに付いているベース・
カット・スイッチをモデリングします。
Off にしたときは、Freq の設定は無効になります。
設定値 :
Off、On

ベース・カット・フィルターの カットオフ周波数を設
定します。
設定値 :
Thru、20 〜 2000 Hz

6.

1.

Level（レベル）
リミッターの出力レベルを設定します。
設定値 :
-60 〜 24 dB

Attack（アタック・タイム）
入力レベルがスレッシ ョルド・レベルを超えてから効
果がかかるまでの時間を設定します。
設定値 :
0 〜 100

4.

Release（リリース・タイム）
入力レベルがスレッシ ョルド・レベルより下がってか
ら効果がなくなるまでの時間を設定します。
設定値 :
0 〜 100

5.

Freq（フリケンシー）
レベル検出部のカットオフ周波数を設定します。
設定値 :
Thru、20 〜 2000 Hz
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24 10 Band Vocoder
Vocoder（ボコーダー）

6.

Character 1 〜 10
（ボイス・キャラクター・チャンネル 1 〜 10）
各周波数帯域の音量を 設定します。この設定によりボ
コーダーの音色を調節します。
設定値 :
0 〜 100

各チャンネルの中心周波数帯域は、以下に示すようになり
ます。

1.

Ch1
Ch2
Ch3
Ch4
Ch5
Ch6
Ch7
Ch8
Ch9
Ch10

Envelope（エンベロープ）
音の特徴を決めます。
音にはそれぞれ固有のエ ンベロープがあります。これ
は、音に特徴をつけるもの で、人間が音の種類を聞き
分けるときの大きな要素となっています。
値
Sharp
Soft
Long

2.

解説
人間の声を強調
楽器の音を強調
余韻の長いビンテージ・サウンド

値
Mono
Stereo
L >> R
R << L

解説
各周波数帯域の成分がセンターに定位します。
奇数帯域の成分が左に、偶数帯域の成分が右
に定位します。
低い帯域ほど左に、高い帯域ほど右に定位し
ます。
低い帯域ほど右に、高い帯域ほど左に定位し
ます。

Hold（ホールド）

MicMix Lev（マイク・ミックス・レベル）
マイク HPF を通った後のマイク音声を、ボコーダーの
出力へミックスする量を設定します。
設定値 :
0 〜 100

Pan（パン・モード）
設定値 :
Mono、Stereo、L>>R、L<<R
ボコーダー音の定位の仕方を決めます。

3.

7.

=100.0 [Hz]
=166.8 [Hz]
=278.3 [Hz]
=464.2 [Hz]
=774.3 [Hz]
=1.292 [kHz]
=2.154 [kHz]
=3.594 [kHz]
=5.995 [kHz]
=10.00 [kHz]

8.

MicMix Pan（マイク・ミックス・パン）
マイク音声の定位を設定します。
設定値 :
L63 〜 R63

9.

MicMix HPF
（マイク・ミックス・ハイ・パス・フィルター）
マイク音声にかけるHPFの効き始める周波数を設定し
ます。
HPF を効かせないときは「Thru」にします。
設定値 :
Thru、1.0 〜 20.0 kHz

フォルマント（P.50）を固定して、楽器音を鳴らす／
鳴らさないを設定します。
マイクに音声を入力して いるとき、同じ音声フォルマ
ントで楽器音を鳴らすことができます。Hold パラメー
ターを On にしたとき、例えば「アイウエオ」とマイ
クに向かって話し、イの瞬間に MIDI でホールド
（Hold）
情報を受信するとイのフォ ルマントで楽器音が鳴りま
す。
設定値 :
Off、On

4.

Mic Sens.（マイク・センシティビティー）
マイクの入力感度を設定します。
設定値 :
0 〜 100

5.

SynthIn Level
（シンセサイザー・イン・レベル）
楽器音の入力レベルを設定します。
設定値 :
0 〜 100

マイクは L チャンネルに、楽器は R チャンネルに入力し
て使用します。
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Stereo Delay( ステレオ・ディレイ )

5.

Effect Level（エフェクト・レベル）
ディレイ音の音量を 設定します。ダイレクト・レベル
とのバランスをとって設定します。
設定値 :
0 〜 100

ステレオ入出力ができ るデジタル・ディレイです。最
大 1200 ミリ秒（1.2 秒）の遅延が可能で、出力音も
ステレオなのでディレイ音が左右から鳴ります。

6.

Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。通常は 100にしておきます。
設定値 :
0 〜 100

● このほかのエフェクト・ブロック
「Digital Chorus （ステレオ・デジタル・コーラス）
」
（P.32）

1.

Delay Time（ディレイ・タイム）
原 音が鳴 って から ディ レイ音 が鳴 るま での 遅延時 間
（ディレイ音の間隔）をミリ秒単位で設定します。テン
ポ・シンク時には無効となり、設定できません。
設定値 :
1 〜 1200ms

2.

L-R Shift（L-R シフト）
左と右の音の出力する時 間差を設定します。左のディ
レイ音を遅らせるときは L 側の値、右のディレイ音を
遅らせるときは R 側の値にします。
設定値 :
L700 〜 0 〜 R700ms

Delay Time と L-R Shift で設定できる時間の合計は最大で
1200 ミリ秒に制限されます。

3.

Tempo Sync（テンポ・シンク）
設定値 :

OFF、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 、
ソングのテンポにディレ イ・タイムを同期させる場合
に設定します。同期さ せない場合は、OFF にします。
音符 を選ぶと ディレイ・タ イムの 設定が無 効になり、
ディレイ・タイムが、テンポに 見合った音符の長さと
ほぼ同じになります。

設定した音符の長さが設定可能なディレイ・タイムの値を
超えると、可変範囲内で頭打ちになります。設定した音符
の前に「?」が表示されているときは、設定範囲の上限／
下限を超えているため正しく同期しません。また、ディレ
イ・タイムとソングのテンポは、それぞれ精度が異なりま
す。長時間経過するとわずかにズレが生じます。

4.

Feedback Level（フィードバック・レベル）
ディ レイ 音の 繰り 返し量 を設 定し ます。0 にする と
ディレイ音が左右 1 回ずつ鳴ります。
設定値 :
0 〜 100

値を大きくしすぎると発振することがあります。
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25 Analog Modeling Bass
Synth Common（シンセ・コモン）

6.

Modulation Controll
（モジュレーション・コントロール）
MIDI のコントロール・チェンジ情報（モジュレーショ
ン）を受けたとき、すでに設 定されているそれぞれの
パラメーターの値に対して、最大 100 のオフセット加
算（減算）することができます。
設定値 :
-100 〜 0 〜 100

シンセサイザー全体を制御するパラメーターです。

1.

Trigger In（トリガー・イン）
シンセサイザー音を鳴らす（On）、鳴らさない（Off）
を設定します。Off から On にする操作が、キーボード
のキーを押す操作に相当します。
設定値 :
Off、On

2.

NoteNumber（ノート番号）
押す鍵盤のキー（ノート番号）を設定します。
設定値 :
0（C -）〜 127（G 9）

ノート番号の上限／下限付近では、ピッチが変化しなかっ
たり、不安定になったりする場合があります（各パラメー
ターの設定状態によって変わります）。

3.

Velocity（ベロシティー）
鍵盤を押す強さ（ベロシテ ィー）によって発音の強さ
を設定します。
設定値 :
0 〜 127

4.

Portamento（ポルタメント）
• Sw（スイッチ）
ポルタメント効果（シンセ音のピッ チ変化を滑らか
につなぐ）のオン、オフです。
設定値 : Off、On
• Time（ポルタメント・タイム）
ポルタメント効果のピッチ変化にか かる時間を設定
します。値を大きくすると変化にか かる時間が長く
なります。
設定値 : 0 〜 100

5.

Bend Range（ベンド・レンジ）
MIDI のピッチ・ベンド・チェンジ情報を受けたときの
変化幅を設定します。半音単 位で１オクターブの設定
ができます。
設定値 :
0 〜 12
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Synth LFO（シンセ・ロー・フリケン
シー・オシレーター）

4.

Trigger In パラメーターが On になってから、LFO に
よる揺れが所定の深さに 達するまでの時間を設定しま
す。値を大きくすると、時間 をかけて徐々に揺れが深
くなります。
設定値 :
0 〜 100

5.

LFO は、うねりを作り出す発振器です。PWM（P.57）
や VCF（P.56）などの設 定を大き くすると、音 色や
ピッチにさまざまな揺 れ（周期的な変化）が得られま
す。

1.

Waveform（ウェーブフォーム）
揺れの波形を設定します。
Tri（Triangle）
三角波
Sqr（Square）
矩形波
Saw
のこぎり波
S&H（Sample&Hold）
サンプル＆ホールド波

2.

Rate（レート）
揺れの速さを設定します。0 にすると約 0.1Hz（1 周
期 =10 秒）、100 にすると約 20Hz（毎秒 20 周期）に
なります。テンポ・シンク時 には無効となり、設定で
きません。
設定値 :
0 〜 100

3.

Tempo Sync（テンポ・シンク）
ソングのテンポにレートを 同期させる場合に設定しま
す。同期させない場合は、OFF にします。音符を選ぶ
と レー トの 設定 が無効 にな り、レー トが テン ポに 見
合った音符の長さになります。
設定値 :

OFF、 〜

設定した音符の前に「?」が表示されているときは、設定
範囲の上限／下限を超えているため正しく同期しません。
また、レートとソングのテンポは、それぞれ精度が異なり
ます。長時間経過するとわずかにズレが生じます。
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Delay（ディレイ）

Depth（デプス）
• OSC1（オシレーター 1）／ OSC2（オシレーター
2）
OSC1 または OSC2 の音のビブラート（ピッチを
LFO で周期的に変化させる）効果の深さを設定しま
す。
設定値 : 0 〜 100
• VCF（ボルテージ・コントロールド・フィルター）
LFO によってカットオフ周波数を揺らす深さを設定
します。値を大きくすると、音色の 周期的な変化が
大きくなります。
設定値 : 0 〜 100
• VCA（ボルテージ・コントロールド・アンプ）
LFO によって音量を揺らす深さ（トレモロ効果）を
設定します。値を大きくすると、音 量の変化が大き
くなります。
設定値 : 0 〜 100
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音の 1/100）刻みでピッチを設定します。
Coarse 設定値 : -24 〜 +24
Fine 設定値 : -100 〜 100
• PitchKF（ピッチ・キー・フォロー）
オシレーター 1（以下 OSC1）のピッチが、コモン
のノート番号に従って変化する（On）
、しない（Off）
を設定します。
設定値 : Off、On
• X-Mod.（クロス・モジュレーション）
クロス・モジュレーション効果（OSC1 のピッチを、
OSC2 の 発振音で変 調する）の深さ を設定します。
値を大きくすると、倍音成分の多い 攻撃的な音にな
ります。
設定値 : 0 〜 100

Virtual VCO + Ring
（仮想ボルテージ・コントロール・オシ
レーター + リング・モジュレーター）

VCO（Voltage Controlled Oscillator ／電圧制御発振
器）を再現しています。OSC1、OSC2 の 2 つの発振
器、ノイズ発生器、リング・モジ ュレーターで構成さ
れます。シンセサイザー音の元となる波形や、2 つの
発振器のピッチなどを設定します。

1.

OSC1（オシレーター 1）
• Wave（ウェーブ）
OSC1 が発生する音の波形を設定します。
値
Tri
（triangle）
Pul
（pulse ）
Saw

2.

OSC2（オシレーター 2）
OSC2 の設定です。
各設定の効果は OSC1と同じです。
（OSC2 にはクロス・モジュレーションはありません。
）

3.

Ring Mod.（リング・モジュレーター）
• Src1（ソース 1）／ Src2（ソース 2）
リング・モジュレーターの 2 つの入力の選択。
OSC1、
OSC2 の他、ノイズ（Noise）
、外部入力（Ext In）も
選べます。
設定値 : OSC1、OSC2、Noise、ExtIn

解説
三角波。倍音成分が少ない澄んだ音です。
パルス波。Width や PWM の設定によって
音が変わります。
のこぎり波。倍音成分の豊富な厚い音です。

• Width（ウィズ）
OSC1 ウェーブがパルス波（Pul）の場合に、パルス
幅（Pulse Width）を設定します。値を大きくするほ
どパルス幅が細くなります。OSC1 ウェーブが Pul
以外だと無効です。
fig.10-36

リング・モジュレーターは、2 つの入力を掛け合わせ、ど
ちらの波形にも含まれない多くの倍音を含んだ音を作り出
します。音程感のない金属的な音が得られます。VCO の
音（OSC1、OSC2、ノイズ発生器、リング・ モジュレー
ター）を鳴らすには、後段の VCF の入力ミキサーで、そ
れぞれの音量レベルを上げます。
シンセ音のチューニングは A4=440Hz です。A4=442Hz
で使いたいときは、上記の OSC1 Fine 及び OSC2 Fine
の設定の基準点を、± 0 ではなく +8 にしてください。

Width=0
Width=50
Width=80
Width=100
設定値 : 0 〜 100
• PWM（パルス・ウィズ・モジュレーション）
OSC1 ウェーブがパルス波（Pul）の場合に、パルス
幅（Pulse Width）を LFO で揺らす深さを設定しま
す。独特の周期的な音色変化が得 られます。値を大
きくすると深くかかります。OSC1 ウェーブが Pul
以外では無効です。
設定値 : 0 〜 100

ウィズとパルス・ウィズ・モジュレーションの設定がとも
に大きいと、周期的に音が聴こえなくなる場合がありま
す。

• Coarse（コース）／ Fine（ファイン）
OSC1 の音のピッチを設定します。0 を基準に、コー
スは半音刻みで、ファインはセント（1 セントは半

57

MV-8800_a_j.book 58 ページ ２００６年１０月１８日

水曜日

午前８時２１分

エフェクト・ブロック
4.

Virtual VCF（仮想ボルテージ・コン
トロール・フィルター）

Cutoff（カットオフ）
フィルターのカットオフ周波数を設定します。0 に近
づくほど低い周波数に、100 に近づくほど高い周波数
になります。エンベ ロープ、LFO などによる変化は、
この設定に加算されます。
設定値 :
0 〜 100

5.

Reso（レゾナンス）
フィルターの共振レベ ルを設定します。設定を上げる
とカットオフ周波数付 近が強調され、クセのある音に
なります。
設定値 :
0 〜 100

VCF（Voltage Controlled Filter ／ 電圧 制 御 フ ィ ル
ター）を再 現してい ます。VCO や外 部入力から の音
を、カットオフ周波数が随時 動かせるフィルターでエ
ディットし、音色の明る さ（硬さ）とその時間的変化
を作り出します。VCF の入力部には、各音源の入力レ
ベルを設定するミキサーがあります。

1.

6.

OSC1（オシレーター 1）
OSC2（オシレーター 2）
Noise（ノイズ）
ExtIn（エクスターナル・イン）
RingM（リング・モジュレーター）
各音源から VCF への入力レベルを設定します。不要
な音は 0 にして消音します。
設定値 : 0 〜 100

Type（タイプ）
フィルターの種類を設定します。
値

解説
ロー・パス・フィルター。カット
LPF
オフ周波数よりも低い周波数を通
（Low Pass Filter）
過させます。
バンド・パス・フィルター。カッ
BPF
トオフ周波数付近の周波数を通過
（Band Pass Filter）
させます。
ハイ・パス・フィルター。カット
HPF
オフ周波数よりも高い周波数を通
（High Pass Filter）
過させます。
BEF
バンド・イリミネート・フィル
（Band Eliminate
ター。カットオフ周波数付近以外
Filter）
の周波数を通過させます。

3.

これらはフィルター・エンベロープの設定です。アタッ
ク、ディケイ、サスティン、リリースで変化カーブを設定
し、エンベロープ・デプスでかかり具合を設定します。エ
ンベロープ・デプスの値をマイナスにすると、エンベロー
プの変化カーブが上下反転します。

Curve（カーブ）
カットオフ周波数でのフィルター特性の傾き（1 オク
ターブあたりの減衰量 -24dB: 急峻、-12dB: 緩やか）
を設定します。
設定値 :
-12dB、-24dB

Envelope（エンベロープ）
• Depth（デプス）
フィルター・エンベロープ（フィル ターに時間的変
化をつける機能）のかかり具合を設定します。
設定値 : -100 〜 100
• A（アタック）
Trigger In パラメーターが On になってから、カッ
トオフ周波数がピーク値になるまでの時間です。
設定値 : 0 〜 100
• D（ディケイ）
カットオフ周波数がピークに達 してから、サスティ
ン・レベル（次項）になるまでの時間です。
設定値 : 0 〜 100
• S（サスティン）
ディケイ・タイム（前項）の経過後、Trigger In パ
ラメーターが Off になるまでのカットオフ周波数の
レベルです。
設定値 : 0 〜 100
• R（リリース）
Trigger In パラメーターが Off になってから、元の
（アタック前の）カットオフ周波数に戻りきるまでの
時間です。
設定値 : 0 〜 100

Mixer（ミキサー）
•
•
•
•
•

2.

レゾナンスの値を上げすぎると、大きな発振音を生じま
す。耳や再生装置にダメージを与えないようご注意くださ
い。

fig.10-37j

アタック時間
（立ち上がり）

アナログ・シンセサイザーには、機種により
-12dB ／ oct、-24dB ／ oct などがありました。

リリース時間
（余韻）

サスティン
レベル（保持）

ON
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ディケイ時間
（初期減衰）

TRIGGER IN

OFF
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7.

Velo Sens（ベロシティー・センス）
コモンのベロシティーの 値を、カットオフ周波数に反
映させる具合を設定し ます。値を大きくすると、ベロ
シティー（鍵盤を押す速 さ）に従って、カットオフ周
波数が高くなります。
設定値 :
0 〜 100

8.

Virtual VCA（仮想ボルテージ・コン
トロール・アンプリファイアー）

Cutoff KF（カットオフ・キー・フォロー）
カットオフ周波数が、コモン のノート番号に従って変
化する（On）、しない（Off）を設定します。
設定値 :
Off、On

9.

ExtLev Follow
（エクスターナル・レベル・フォロー）
外部入力の音量に連動し て、カットオフ周波数を変化
させ る機能の 効きを設 定しま す。値を大き くすると、
入力音のリズムに従って音 色がダイナミックに変化す
る効果などが得られます。
設定値 :
0 〜 100

VCA（Voltage Controlled Amplifier ／電圧 制御 増幅
器）を再現しています。VCF からの音を、増幅率が随
時変わるアンプでエデ ィットし、音量とその時間的変
化を作り出します。

1.

Initial Gain（イニシャル・ゲイン）
基準になる音量を設定します。値を 0 以外にするとト
リガー・インがオフのと きも音が鳴り、値を大きくす
るほど大きな音 になります。
（エンベロ ープ、LFO な
どによる音量変化は、この音量に加算されます。）従っ
て、トリガー・インで発音／ 消音の制御をする場合は
0 にして、エンベロープ・デプスで音量を制御します。
設定値 :
0 〜 100

2.

Envelope（エンベロープ）
• Depth（デプス）
エンベ ロープ（アン プに時 間的変 化をつ ける機能）
のかかり具合を設定します。
設定値 : 0 〜 200
• A（アタック）
Trigger In パラメーターが On になってから、音量
が一番大きくなるまでの時間です。
設定値 : 0 〜 100
• D（ディケイ）
音量が最大になってからサステ ィン・レベルになる
までの時間です。
設定値 : 0 〜 100
• S（サスティン）
ディケイ・タイムの経過後、Trigger In パラメーター
が Off になるまでの音量レベルです。
設定値 : 0 〜 100
• R（リリース）
Trigger In パラメーターが Off になってから、音量
が最小値に達するまでの時間です。
設定値 : 0 〜 100

これらは音量のエンベロープの設定です。アタック、ディ
ケイ、サスティン、リリースの各値で変化カーブを設定
し、エンベロープ・デプスでかかり具合を設定します。
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3.

Velo Sens（ベロシティー・センス）
コモンのベロシティーの 値を、音量に反映させる具合
を設定します。値を大き くすると、ベロシティー（鍵
盤を押す速さ）に従って音量が大きくなります。
設定値 :
0 〜 100

4.

Delay（ディレイ）

ExtLev Follow
（エクスターナル・レベル・フォロー）
外部入力の音量に連動し て、音量を変化させる深さを
設定し ます。値を大き くすると、外部 入力（ドラム・
フレーズなど）のリズムに従 ってシンセサイザー音が
断続 する効果 などが得 られま す。
（この ときはエ ンベ
ロープや LFO のデプスを下げておきます。）
設定値 :
0 〜 100

モノラル／オルタネ ート（左右交互）の切り替えがで
きるデジタル・ディレイです。最大 2400 ミリ秒（2.4
秒）の遅延が可能で、出力音にやまびこのようなエコー
をつけたり、音を厚くしたりすることができます。

VCF の入力で「ExtIn」（外部入力）だけを上げ、単にロ
ング・ディレイ・マシンとして使っても有効でしょう。

1.

Mode（モード）
モードを切り替えます。
値
Mono
（monaural）
Alt
（alternate）

2.

解説
モノラル。1 入力、1 出力のモノラル・
ディレイです。
オルタネート。1 入力、2 出力の、ディレ
イ音が左右交互に鳴るステレオ・ディレイ
です。

Delay Time（ディレイ・タイム）
原 音が鳴 って から ディ レイ音 が鳴 るま での 遅延 時間
（ディレイ音の間隔）です。
条件
Mode が Mono のとき
Mode が Alt のとき
Tempo Sync が Off でないとき

3.

設定できる範囲
1 〜 2400（ミリ秒）
1 〜 1200（ミリ秒）
無効

Tempo Sync（テンポ・シンク）
ソングのテンポにディ レイ・タイムを同期させる場合
に設定します。同期 させない場合は、OFF にします。
音符を選ぶと、ディレイ・タ イムがテンポに見合った
音符の長さになります。
設定値 :

OFF、 〜

設定した音符の前に「?」が表示されているときは、設定
範囲の上限／下限を超えているため正しく同期しません。
また、レートとソングのテンポは、それぞれ精度が異なり
ます。長時間経過するとわずかにズレが生じます。

4.

Feedback Level（フィードバック・レベル）
デ ィレイ 音の 繰り 返し量 を設 定し ます。0 にす ると
ディレイ音が 1 回だけ（モードがオルタネートの場合
は左右 1 回ずつ）鳴ります。
設定値 :
0 〜 100
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5.

Effect Level（エフェクト・レベル）
ディレイ音の音量を設 定します。ダイレクト・レベル
とのバランスをとって設定します。
設定値 :
0 〜 100

6.

Chorus/Flanger
（コーラス／フランジャー）

Direct Level（ダイレクト・レベル）
原音の音量を設定します。通常は 100 に設定します。
設定値 :
0 〜 100

空間的な広がりや揺れ をつけるコーラス効果と、金属
的なうねり（上昇／下降 音）を付加するフランジャー
効果のどちらかを選べるエフェクトです。

1.

Mode（モード）
コーラス／フランジャー のどちらにするかを設定しま
す。コーラス（Chorus）は空間的な広がりや揺れをつ
けるコーラス効果、フランジャー（Flanger）は金属的
なうねり（上昇／下降音）を 付加するフランジャー効
果です。
設定値 :
Chorus、Flanger

2.

Rate（レート）
ピッチ の揺れやうねり の速さを設定 します。テンポ・
シンク時には無効となり、設定できません。
設定値 :
0 〜 100

3.

Depth（デプス）
ピッチの揺れやうねりの深さを設定します。
設定値 :
0 〜 100

4.

Manual（マニュアル）
エフェクト・モードがフ ランジャーの場合に、効果を
かける中心周波数を設 定します。フランジング効果の
金属音の、ピッチが変 わります。コーラス・モードの
ときは無効です。
設定値 :
0 〜 100

5.

Resonance（レゾナンス）
フラン ジャーの効果を 増強する設定 です。コーラス・
モードのときは無効です。
設定値 :
0 〜 100

6.

Tempo Sync（テンポ・シンク）
ソングのテンポにレート を同期させる場合に設定しま
す。同期させない場合は、OFF にします。音符を選ぶ
と レー トの 設定 が無 効に なり、レ ートが テン ポに 見
合った音符の長さになります。
設定値 :

OFF、 〜

設定した音符の前に「?」が表示されているときは、設定
範囲の上限／下限を超えているため正しく同期しません。
また、レートとソングのテンポは、それぞれ精度が異なり
ます。長時間経過するとわずかにズレが生じます。
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7.

Modulation L-R Phase
（モジュレーション LR フェイズ）
左右チャンネルのピッチ の揺れ、うねりの上昇／下降
のタイミングを、一致（Non Inv）させるか、逆（Inv）
にするかを設定します。
設定値 :
NonInv、Inv

コーラス／フランジャー部の揺れやうねりを作り出す発振
器（LFO）は、シンセサイザー全体に共通の LFO（P.56）
とは別に用意されています。
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Dly/Cho（ディレイ／コーラス）エフェクト
Chorus（コーラス）

1.

Rate（レート）

Delay（ディレイ）

1.

Sync パラメーターが Off のとき、コーラス音の揺れ
の周期を設定します。
設定値 :
0.05 〜 10.00 Hz

2.

Sync（シンク）

Sync パラメーターが Off のとき、原音が鳴ってから
ディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設定します。
設定値 :
0 〜 1000 ms

2.

ソングのテンポにコーラス 音の揺れの周期を同期させ
る場合は On に設定します。
設定値 :
Off、On

3.

Note（ノート）

Depth（デプス）

3.

Feedback（フィードバック）

4.

Phase（フェーズ）

5.

6.

8.

Filter Type（フィルター・タイプ）

Feedback（フィードバック）
ディレイを通した音を再 びディレイの入力に戻す割合
を設定します。マイナスの 値に設定すると逆相にして
戻します。
設定値 :
-98 〜 0 〜 98 %

Pre Delay（プリ・ディレイ）
原音が鳴ってからコーラス 音が鳴るまでの遅延時間を
設定します。
設定値 :
0.0 〜 100.0 ms

Left/Center/Right
（レフト／センター／ライト）
左、中央、右のそれぞれのデ ィレイ音を独立して設定
します。

コーラス音の広がり具合を設定します。
設定値 :
0 〜 180 deg（度）

7.

Level（レベル）
ディレイ音の音量を設定します。
設定値 :
0 〜 127

コーラスを通した音を再び コーラスの入力に戻す量を
設定します。
設定値 :
0 〜 127

6.

Note（ノート）
Sync パラメーターが On の時、テンポに見合った音符
の長さでディレイ音を鳴らす時間を設定します。
設定値 :
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、 、 、 、

コーラス音の揺れの深さを設定します。
設定値 :
0 〜 127

5.

Sync（シンク）
ソングのテ ンポにディレイ音を同 期させる場合は On
に設定します。
設定値 :
Off、On

Sync パラメーターが On の時、テンポに見合った音符
の長さでコーラスの揺れがかかります。
設定値 :
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、 、 、 、 、

4.

Time（タイム）

7.

HF Damp（ハイ・フリケンシー・ダンプ）
入力に戻すディレイ音の 高域成分をカットする周波数
を設定します。Bypass に設定するとカットしません。
設定値 :
200 〜 8000 Hz、Bypass

フィルターの種類を選びます。
値
Off
LPF
HPF

9.

解説
フィルターなし
高域をカット
低域をカット

Cutoff Freq（カットオフ・フリケンシー）
フィルターでカットする周波数帯を設定します。
設定値 :
200 〜 8000 Hz
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Reverb（リバーブ）エフェクト
Reverb（リバーブ）
基本的なリバーブです。原 音に残響を加え、空間の広
さなどをモデリングします。

SRV Room Reverb（ルーム・リ
バーブ）
SRV Hall Reverb（ホール・リバー
ブ）
SRV Plate Reverb（プレート・リ
バーブ）
Room、Hall は基本的なリ バーブよりも細か なモデリ
ングが可能なリバーブです。Plate は金属板を利用した
リバーブのモデリングです。

1.

Type（タイプ）
リバーブの種類を選びます。
値
Room 1
Room 2
Stage 1
Stage 2
Hall 1
Hall 2
Delay
Pan-Delay

2.

解説
余韻が短く高密度
余韻が短く低密度
後部残響音多め
初期反射強め
澄んだ響き
豊かな響き
一般的なディレイ
反射音が左右に移動するディレイ

4.

2.

3.

Pre Delay（プリ・ディレイ）
原音が鳴ってからリバー ブ音が鳴るまでの遅延時間を
設定します。音源からの距離を表現します。
設定値 :
0 〜 200 ms

4.

Delay Feedback
（ディレイ・フィードバック）
Type が Delay、Pan-Delay のときディレイを通した音
を再びディレイに入力に戻す量を設定します。
設定値 :
0 〜 127

Time（リバーブ・タイム）
リバーブ音（残響）の長さを秒単位で設定します。
設定値 :
0.1 〜 32sec

HF Damp（ハイ・フリケンシー・ダンプ）
入力に戻すディレイ音の高 域成分をカットする周波数
を設定します。Bypass に設定するとカットしません。
設定値 :
200 〜 8000 Hz、Bypass

Room Size（ルーム・サイズ）
部屋 の大き さを設定 します。例 えば「10m」では、1
辺 10m の空間の響きになります。
設定値 :
5 〜 40m

Time（タイム）
Type が Room、Stage、Hall のときはリバーブ音の余
韻の長さを設定します。
Type が Delay、Pan-Delay のときは遅延時間を設定し
ます。
設定値 :
0 〜 127

3.

1.

Diffusion（ディフュージョン）
値を大きくするほど、空間的な広がりが強くなります。
ステレオで再生する際に有効です。
設定値 :
0 〜 100

5.

Density（デンシティー）
値を大きくするほど、リバ ーブ音の密度が濃くなりま
す。ホールやガレージなどでは密度を薄くします。
設定値 :
0 〜 100

6.

Low Damp Freq
（ロー・ダンプ・フリケンシー）
ロー・ダンプによって減衰 させる帯域の上限周波数を
決めます。ロー・ダンプは残 響音の低域を早く減衰さ
せ、すっきりしたリバーブにする機能です。
設定値 :
50Hz 〜 4000Hz
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7.

Low Damp Gain（ロー・ダンプ・ゲイン）
ロー・ダンプの効き具合を設定します。
設定値 :
-36dB 〜 0dB

8.

High Damp Freq
（ハイ・ダンプ・フリケンシー）
ハイ・ダンプは高域を先に減 衰させてリバーブ音に自
然さを加えます。減衰させる 帯域の下限周波数を設定
します。
設定値 :
1kHz 〜 20kHz

自然界の残響音は、高域ほど早く減衰します。

9.

High Damp Gain（ハイ・ダンプ・ゲイン）
ハイ・ダンプの効き具合を設定します。
設定値 :
-36dB 〜 0dB

ロー・ダンプとハイ・ダンプを組み合わせることで、部屋
の壁材（の吸音具合）などを表現できます。

10. High Cut Freq
（ハイ・カット・フリケンシー）
設定値以上の高域を緩や かにカットし、残響音を落ち
着かせます。時間的な変化はしません。
設定値 :
0.2kHz 〜 20kHz
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MIDI について
ここでは、MIDI の基礎知識と、MV-8800 での MIDI メッセー
ジの扱いについて説明します。

MIDI とは
Musical Instrument Digital Interface の略です。これ
は、電子楽 器やコンピュー ターとの間で、演 奏情報
や音色の 切り換え情報など をやり取りするた めに考
えられた世界共通の規格です。MIDI 規格に対応して
いれば、メー カーや楽器の種 類が異なってい ても機
器に応じて演奏情報が伝えられます。

MIDI コネクター
MIDI メッセージ（MIDI で扱う情報）は、以下の 3 種
類のコネクターでやり取りします。MV-8800は MIDI
OUT が 2 系統あります。
MIDI IN：他の MIDI 機器からの MIDI メッセージを受
けます。
MIDI OUT A/B：MV-8800 からの MIDI メッセージ
を送ります。

MIDI チャンネル
MIDI では、複数の MIDI 機器にそれぞれ違った情報
を 1 本の MIDI ケーブルで送ることができます。これ
は、MIDIチャンネルという考えかたがあるからです。
MIDI チャンネルはテレビのチャンネルと考えかたが
似ています。テレビのチャンネルを切り換えると、い
ろいろ な放送局の番組 が見られます。こ れは、送信
側と受信 側のチャンネルが 一致しているチャ ンネル
の情報が伝わるからです。
MIDI の場合も同様です。送信側の MIDI チャンネル
が 1 のときは、受信側の MIDI チャンネルも 1
に設定しておかないと、MIDI メッセージは伝わりま
せん。

MV-8800 で扱う MIDI メッセージ
MV-8800 で扱う MIDI メッセージには以下のものがあります。

● ノート・メッセージ
音を鳴 らすときに使う メッセージです。鍵 盤楽器で
いえ ば、どの鍵（ノート番 号）をどのくらい の強さ
（ベロシティー）で 弾いたかという ことを伝えます。
MV-8800 では、MIDI 音源を使ってメトロノームを
鳴らすときに使用します。

● コントロール・チェンジ・メッセージ
一般 には、ビブラート、ホ ールド、ボリュー ムなど
の演奏 表現を高めるた めの情報を伝え ます。各機能
は 0 〜 127 のコントローラー番号で区別され、機能
に応じて番号が決められています。また、コントロー
ルできる機能は機器によって異なります。
MV-8800 ではアサイナブル・スライダー機能を使っ
て、外部 MIDI 機器にコントロール・メッセージを送
ることができます。

● システム・エクスクルーシブ・メッセージ
ノート・メッセージやコントロール・チェンジ・メッ
セージ とは異なり、機器固 有の設定を伝え るために
使います。MV-8800 では、MMC（MIDI マシン・コ
ント ロール）メッセ ージを受け 取り、MV-8800 の
シーケ ンサーをコント ロールします。送信 も可能な
ので、外部 に接続したシー ケンサーやレコ ーダーを
リモー ト・コントロール することが可能 です。エク
ス クルー シブ・メッ セー ジをや り取 りする ときは、
MIDI チャンネルの代わりにデバイス ID で機器を区
別しま す。エクスクルー シブ・メッセージを やり取
りするときは、相互の機器のデバイス ID を合わせて
ください。

MIDI インプリメンテーション・
チャートについて
MIDI を使用することで、さまざまな電子楽器と会話ができる
よう になりま す。しかし、すべて の機器間 ですべての MIDI
メッセージをやり取りで きるわけではありません。相互の機
器で共通している MIDI メッセージだけがやり取りできます。
MIDI 機器の取扱説明書には、MIDI インプリメンテーション
（P.67）が付いています。このチャートは、送受信できる MIDI
メッセージを簡単に確認できるようになっています。MIDI 機
器を使うときは相互の機 器のチャートを比べ、対応している
MIDI メッセージを確認してください。
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MIDI インプリメンテーション
Model：MV-8800
Date：Aug.25, 2006
Version：1.00

○ホールド 1（コントロール番号 64）
ステータス
第 2 バイト
BnH
40H

第 3 バイト
vvH

1. 受信データ（音源セクション）

n=MIDI チャンネル番号：
vv= コントロール値：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 63=OFF, 64 〜 127=ON）

■チャンネル・ボイス・メッセージ
●ノート・オフ
ステータス
8nH
9nH

第 2 バイト
kkH
kkH

n=MIDI チャンネル番号：
kk= ノート番号：
vv= ノート・オフ・ベロシティー：

第 3 バイト
vvH
00H
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

●ノート・オン
ステータス
9nH

第 2 バイト
kkH

n=MIDI チャンネル番号：
kk= ノート番号：
vv= ベロシティー：

第 3 バイト
vvH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

●ポリフォニック・キー・プレッシャー
ステータス
AnH

第 2 バイト
kkH

n=MIDI チャンネル番号：
kk= ノート番号：
vv= プレッシャー・バリュー：

第 3 バイト
vvH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

●コントロール・チェンジ
※ Common Control Change Number パラメーター（PATCH EDIT（CONTROL）画面）
に該当するコントロール番号を選んだ場合、設定に応じてそれぞれの効果がかかります。
○モジュレーション・デプス（コントロール番号 1）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH

01H

n=MIDI チャンネル番号：
vv= モジュレーション・デプス：

vvH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

○ポルタメント・タイム（コントロール番号 5）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
05H
vvH
n=MIDI チャンネル番号：
vv= ポルタメント・タイム：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

※ このメッセージを受信すると、該当パートの Portamento Time パラメーター（PATCH
EDIT（SOLO/PORTAMENTO）画面）の値が変化します。
○メイン・ボリューム（コントロール番号 7）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
07H
vvH
n=MIDI チャンネル番号：
vv= メイン・ボリューム：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

○パンポット（コントロール番号 10）
ステータス
第 2 バイト
BnH
0AH

第 3 バイト
vvH

n=MIDI チャンネル番号：
vv= パンポット：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
01H 〜 40H 〜 7FH（R63 〜 C 〜 L63）

○エクスプレッション（コントロール番号 11）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
0BH
vvH
n=MIDI チャンネル番号：
vv= エクスプレッション：

○ポルタメント（コントロール番号 65）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
41H
vvH
n=MIDI チャンネル番号：
vv= コントロール値：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 63=OFF, 64 〜 127=ON）

※ このメッセージを受信すると、該当パートの Portamento Switch パラメーター（PATCH
EDIT（SOLO/PORTAMENTO）画面）の値が変化します。
○ソステヌート（コントロール番号 66）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
42H
vvH
n=MIDI チャンネル番号：
vv= コントロール値：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 63=OFF, 64 〜 127=ON）

○ポルタメント（コントロール番号 68）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
44H
vvH
n=MIDI チャンネル番号：
vv= コントロール値：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 63=OFF, 64 〜 127=ON）

※ このメッセージを受信すると、該当パートの Legato Switch パラメーター
（PATCH EDIT
（SOLO/PORTAMENTO）画面）の値が変化します。
○レゾナンス（コントロール番号 71）
第 2 バイト
ステータス
BnH
47H

第 3 バイト
vvH

n=MIDI チャンネル番号：
vv= レゾナンス値（相対変化）
：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 40H 〜 7FH（-64 〜 0 〜 +63）

※ このメッセージを受信すると、該当パートの Filter Resonance Offset パラメーター
（PATCH EDIT（CONTROL）画面）の値が変化します。
○リリース・タイム（コントロール番号 72）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
48H
vvH
n=MIDI チャンネル番号：
vv= リリース・タイム値（相対変化）
：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 40H 〜 7FH（-64 〜 0 〜 +63）

※ このメッセージを受信すると、該当パートの Amplifier Release Offset パラメーター
（PATCH EDIT（CONTROL）画面）の値が変化します。
○アタック・タイム（コントロール番号 73）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
49H
vvH
n=MIDI チャンネル番号：
vv= アタック・タイム値（相対変化）
：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 40H 〜 7FH（-64 〜 0 〜 +63）

※ このメッセージを受信すると、該当パートの Amplifier Attack
（PATCH EDIT（CONTROL）画面）の値が変化します。
○カットオフ（コントロール番号 74）
ステータス
第 2 バイト
BnH

4AH

n=MIDI チャンネル番号：
vv= カットオフ値（相対変化）
：

Offset パラメーター

第 3 バイト
vvH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 40H 〜 7FH（-64 〜 0 〜 +63）

※ このメッセージを受信すると、該当パートの Filter Cutoff Offset パラメーター（PATCH
EDIT（CONTROL）画面）の値が変化します。

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）
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○ポルタメント・コントロール（コントロール番号 84）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
54H
kkH
n=MIDI チャンネル番号：
kk= ソース・ノート・ナンバー：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

■チャンネル・モード・メッセージ
●オール・サウンド・オフ（コントロール番号 120）
ステータス
BnH

第 2 バイト
78H

n=MIDI チャンネル番号：

第 3 バイト
00H
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）

※ ポルタメント・コントロール直後に受信したノート・オンは、ソース・ノート・ナンバー
のピッチから連続的にピッチが変化して発音します。
※ ソース・ノート・ナンバーと等しいノート・ナンバーですでに発音 しているボイスがあ
る場合、このボイスはポルタメント・コントロール直後に受信 したノート・オンで新た
な音程にピッチが変化して発音が継続され（レガート演奏が行われ）ます。
※ ポルタメント・コントロールによるピッチ変化の速さは、Portamento Time パラメーター
（PATCH EDIT（SOLO/PORTAMENT）画面）の値で決まります。

※ このメッセージを受信すると、該当するパートの発音中の音をすべて消音します。

○エフェクト 1（リバーブ・センド・レベル）
（コントロール番号 91）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
5BH
vvH

※ このメッセージを受信すると、以下のコントローラーがリセット値になります。

n=MIDI チャンネル番号：
vv= リバーブ・センド・レベル：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

○エフェクト 3（ディレイ／コーラス・センド・レベル）
（コントロール番号 93）
ステータス
第 2 バイト
第 3 バイト
BnH
5DH
vvH
n=MIDI チャンネル番号：
vv= ディレイ／コーラス・センド・レベル：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

第 2 バイト
79H

n=MIDI チャンネル番号：

コントローラー
ピッチ・ベンド・チェンジ
ポリフォニック・キー・プレッシャー
チャンネル・プレッシャー
モジュレーション
ホールド 1

第 3 バイト
00H
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）

リセット値
± 0（中点）
0（オフ）
0（オフ）
0（オフ）
0（オフ）

●オール・ノート・オフ（コントロール番号 123）
ステータス
BnH

第 2 バイト
7BH

第 3 バイト
00H
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）

※ このメッセージを受信すると、該当パートのオンになって いるノートをすべてオフしま
す。ただしホールド 1 がオンの場合は、それらがオフになるまで発音は終了しません。

第 2 バイト
ppH

n=MIDI チャンネル番号：
pp= プログラム番号：

ステータス
BnH

n=MIDI チャンネル番号：

●プログラム・チェンジ
ステータス
CnH

●リセット・オール・コントローラー（コントロール番号 121）

0H 〜 FH（ch.1 〜 c h.16）
00H 〜 7FH（パッチ・ライブラリー 001 〜 128）

●オムニ・オフ（コントロール番号 124）
ステータス
BnH

第 2 バイト
7CH

第 3 バイト
00H

※ プログラム番号は PATCH LIBRARY 画面のライブラリー番号に対応しています。
n=MIDI チャンネル番号：0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）

●チャンネル・プレッシャー

※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。

ステータス
DnH

●オムニ・オン（コントロール番号 125）

第 2 バイト
vvH

n=MIDI チャンネル番号：
pp= チャンネル・プレッシャー：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

ステータス
BnH

第 2 バイト
7DH

第 3 バイト
00H

n=MIDI チャンネル番号：0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）

●ピッチ・ベンド・チェンジ
ステータス
EnH

第 2 バイト
llH

n=MIDI チャンネル番号：
mm, ll= ピッチ・ベンド値：

第 3 バイト
mmH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00 00H 〜 40 00H 〜 7F 7FH（-8192 〜 0 〜 +8191）

※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。

●モノ（コントロール番号 126）
ステータス
BnH

第 2 バイト
7EH

n=MIDI チャンネル番号：
mm= モノ数：

第 3 バイト
mmH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 10H（0 〜 16）

※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。
※ 該当パートの Mono Mode パラメーター（PATCH EDIT（SOLO/PORTAMENTO）画
面）が On に変化します。

●ポリ（コントロール番号 127）
ステータス
BnH

第 2 バイト
7FH

第 3 バイト
00H

n=MIDI チャンネル番号：0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。
※ 該当パートの Mono Mode パラメーター（PATCH EDIT（SOLO/PORTAMENTO）画
面）が Off に変化します。

■システム・リアルタイム・メッセージ
●アクティブ・センシング
ステータス
FEH
※ アクティブ・センシングを受信すると、それ以降のすべて のメッセージ間隔を監視する
状態になります。監視している状態では、メッセージ間隔が 420ms を越えると、オー
ル・サウンド・オフ／オール・ノート・オフ／リセット・オ ール・コントローラーを受
信したときと同じ処理をして、メッセージ間隔を監視しない状態に戻ります。
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2. 送信データ（音源セクション）

3. 受信データ（シーケンサー・セクション）

■チャンネル・ボイス・メッセージ

3.1 録音時に記憶されるメッセージ

●ノート・オフ

■チャンネル・ボイス・メッセージ

ステータス
8nH
9nH

第 2 バイト
kkH
kkH

n=MIDI チャンネル番号：
kk= ノート番号：
vv= ノート・オフ・ベロシティー：

第 3 バイト
vvH
00H
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
15H 〜 74H（21 〜 116）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

●ノート・オン
ステータス
9nH

第 2 バイト
kkH

n=MIDI チャンネル番号：
kk= ノート番号：
vv= ベロシティー：

第 3 バイト
vvH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
15H 〜 74H（21 〜 116）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

●ポリフォニック・キー・プレッシャー
ステータス
AnH

第 2 バイト
kkH

n=MIDI チャンネル番号：
kk= ノート番号：
vv= プレッシャー・バリュー：

第 3 バイト
vvH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
15H 〜 74H（21 〜 116）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

●コントロール・チェンジ
※ Slider Assign パラメーター（ASSIGNABLE SLIDER 画面）にコントロール番号を設定
することにより、［ASSIGNABLE SLIDER］ボタン点灯時、スライダー 1 〜 8 を操作す
るとコントロール・チェンジを送信できます。
○ホールド 1（コントロール番号 64）
ステータス
第 2 バイト
BnH
40H

第 3 バイト
vvH

n=MIDI チャンネル番号：
vv= コントロール値：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 63=OFF, 64 〜 127=ON）

●ノート・オフ
ステータス
8nH
9nH

第 2 バイト
kkH
kkH

第 3 バイト
vvH
00H

n=MIDI チャンネル番号：
kk= ノート番号：
vv= ノート・オフ・ベロシティー：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

※ Note パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）
が Off のときは受信しません。

●ノート・オン
ステータス
9nH

第 2 バイト
kkH

第 3 バイト
vvH

n=MIDI チャンネル番号：
kk= ノート番号：
vv= ベロシティー：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

※ Note パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）
が Off のときは受信しません。

●ポリフォニック・キー・プレッシャー
ステータス
AnH

第 2 バイト
kkH

第 3 バイト
vvH

n=MIDI チャンネル番号：
kk= ノート番号：
vv= プレッシャー・バリュー：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

※ Poly Aftertouch パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときは受
信しません。

●コントロール・チェンジ
ステータス
BnH

第 2 バイト
01H

第 3 バイト
vvH

※ Foot Switch Assign パラメーター（PANEL 画面）を Dampler に設定すると、フット・
スイッチ操作で送信できます。

n=MIDI チャンネル番号：
kk= コントロール番号：
vv= バリュー：

●チャンネル・プレッシャー

※ Control Change パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときは受
信しません。

ステータス
DnH

●プログラム・チェンジ

第 2 バイト
vvH

n=MIDI チャンネル番号：
pp= チャンネル・プレッシャー：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

■システム・リアルタイム・メッセージ

ステータス
CnH

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 77H（0 〜 119）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

第 2 バイト
ppH

n=MIDI チャンネル番号：
pp= プログラム番号：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（prog1 〜 prog128）

●アクティブ・センシング

※ Program Change パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときは
受信しません。

ステータス
FEH

●チャンネル・プレッシャー

※ 約 250msec 間隔で送信します。
※ Tx Active Sensing パラメーター（MIDI 画面）が Off のときは送信しません。

ステータス
DnH

第 2 バイト
vvH

n=MIDI チャンネル番号：
pp= チャンネル・プレッシャー：

0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 7FH（0 〜 127）

●ピッチ・ベンド・チェンジ
ステータス
EnH

第 2 バイト
llH

n=MIDI チャンネル番号：
mm, ll= ピッチ・ベンド値：

第 3 バイト
mmH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00 00H 〜 40 00H 〜 7F 7FH（-8192 〜 0 〜 +8191）

※ Pitch Bend パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときは受信し
ません。

主な仕様
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※ Channel Aftertouch パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のとき
は受信しません。
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■チャンネル・モード・メッセージ

■システム・エクスクルーシブ・メッセージ

●リセット・オール・コントローラー（コントロール番号 121）

ステータス
F0H

ステータス
BnH

第 2 バイト
79H

第 3 バイト
00H

n=MIDI チャンネル番号：0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
※ Mode Message パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときは受
信しません。

●オムニ・オフ（コントロール番号 124）
ステータス
BnH

第 2 バイト
7CH

第 3 バイト
00H

n=MIDI チャンネル番号：0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
※ Mode Message パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときは受
信しません。
※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。

●オムニ・オン（コントロール番号 125）
ステータス
BnH

第 2 バイト
7DH

第 3 バイト
00H

データ・バイト
iiH, ddH, ......, eeH

ステータス
F7H

F0H：
ii=ID ナンバー：

システム・エクスクルーシブ・メッセージのステータス
どのメーカーのエクスクルーシブ・メッセ ージであるかの識別をする
ための ID ナンバー（マニファクチャラー ID）です。ローランドのマニ
ファクチャラー ID は 41H です。
7EH と 7FH の ID ナンバーは、ユニバーサル・ノンリアルタイム・メッ
セージ（7EH）
、ユニバーサル・リアルタイム・メッセージ（7FH）と
して MIDI 規格の拡張として使用されます。
dd,...,ee= データ： 00H 〜 7FH（0 〜 127）
F7H：
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）
※ System Exclusive パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときに
は受信しません。
※ MIDI マシン・コントロール、MIDI タイム・コードは録音しません。
（「3.3 同期のため認
識するメッセージ」を参照してください。）

3.2 録音時に記憶されないメッセージ
■チャンネル・モード・メッセージ
●オール・サウンド・オフ（コントロール番号 120）

n=MIDI チャンネル番号：0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
※ Mode Message パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときは受
信しません。
※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。

ステータス
BnH

第 2 バイト
78H

第 3 バイト
00H

n=MIDI チャンネル番号：0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）

●モノ（コントロール番号 126）

※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。

ステータス
BnH

●ローカル・オン／オフ（コントロール番号 122）

第 2 バイト
7EH

n=MIDI チャンネル番号：
mm= モノ数：

第 3 バイト
mmH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H 〜 10H（0 〜 16）

※ Mode Message パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときは受
信しません。
※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。

ステータス
BnH

第 2 バイト
7AH

n=MIDI チャンネル番号：
vv= バリュー：

第 3 バイト
vvH
0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
00H, 7FH（ローカル・オフ、ローカル・オン）

●オール・ノート・オフ（コントロール番号 123）

●ポリ（コントロール番号 127）

ステータス
BnH

ステータス
BnH

n=MIDI チャンネル番号：0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）

第 2 バイト
7FH

第 3 バイト
00H

n=MIDI チャンネル番号：0H 〜 FH（ch.1 〜 ch.16）
※ Mode Message パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときは受
信しません。
※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。

■システム・コモン・メッセージ
●チューン・リクエスト
ステータス
F6H
※ Tune Request パラメーター（RECORDING FILTER ポップアップ）が Off のときは受
信しません。

70

第 2 バイト
7BH

第 3 バイト
00H

※ オール・ノート・オフを受信すると、該当チャンネルのオン になっているノートに対し
てノート・オフを生成し、その生成したノート・オフを記憶します。

MV-8800_a_j.book 71 ページ ２００６年１０月１８日

水曜日

午前８時２１分

MIDI インプリメンテーション
3.3 同期のために認識されるメッセージ

■システム・エクスクルーシブ・メッセージ

■システム・コモン・メッセージ

● MIDI タイム・コード

● MIDI タイム・コード・クォーター・フレーム

Sync Mode パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が Slave-MTC のと
きに受信します。

ステータス
F1H

第 2 バイト
mmH（=0nnndddd）

nnn= メッセージ・タイプ :

0=Frame count LS nibble
1=Frame count MS nibble
2=Seconds count LS nibble
3=Seconds count MS nibble
4=Minutes count LS nibble
5=Minutes count MS nibble
6=Hours count LS nibble
7=Hours count MS nibble
dddd=4 ビット・ニブル・データ： 0H 〜 FH（0 〜 15）

○フル・メッセージ
ステータス
データ・バイト
F0H
7FH, dev, 01H, 01H, hrH, mnH, scH, frH
バイト
F0H
7FH
dev
01H
01H
hrH

前記カウントの下位および上位 4 ビットが組み合わせられると、これらのビット・フィー
ルドは、次のように割り当てられます。
フレーム・カウント xxxyyyyy
xxx
yyyyy
秒カウント
xxyyyyyy
xx
yyyyyy
分カウント
xxyyyyyy
xx
yyyyyy
時カウント
xyyzzzzz
x
yy

zzzzz

未定義（000）
フレーム番号（0 〜 29）
未定義（00）
秒カウント（0 〜 59）

未定義（0）
タイム・コード・タイプ
0=24 フレーム／秒
1=25 フレーム／秒
2=30 フレーム／秒（ドロップ）
3=30 フレーム／秒（ノン・ドロップ）
時カウント（0 〜 23）

●ソング・ポジション・ポインター
第 2 バイト
mmH

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID（または 7FH）
sub-ID #1（MIDI タイム・コード）
sub-ID #2（フル・メッセージ）
タイプ／時（0yyzzzzz）
yy
タイム・コード・タイプ
00=24 フレーム／秒
01=25 フレーム／秒
10=30 フレーム／秒（ドロップ）
11=30 フレーム／秒（ノン・ドロップ）
zzzzz
時（00 〜 23）
分（00 〜 59）
秒（00 〜 59）
フレーム（00 〜 29）
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

未定義（00）
分カウント（0-59）

※ Sync Mode パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が Slave-MTC
の 場合 に は、ク ォ ー タ ー・フ レ ー ム・メ ッ セ ー ジ を 受 信 し て、ソ ン グ の 先 頭 を
「00h00m00s00f00」として MTC Offset Time パ ラメ ータ ー（SYNC 画 面 また は
PATTERN SYNC 画面）を加算した時刻に同期しながらシーケンサーは走行します。

ステータス
F2H

mnH
scH
frH
F7H

ステータス
F7H

第 3 バイト
llH

mm, ll= バリュー：00 00H 〜 7F 7FH（0 〜 16383）
※ Sync Mode パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が Slave-MIDI の
ときに受信します。

■システム・リアルタイム・メッセージ
●タイミング・クロック
ステータス
F8H
※ Sync Mode パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が Slave-MIDI ま
たは Remote のときに受信します。

●スタート
ステータス
FAH

●コンティニュー
ステータス
FBH

MMC Mode パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が Slave のときに
受信します。
○ STOP（MCS）
ステータス
F0H

データ・バイト
7FH, dev, 06H, 01H

バイト
F0H
7FH
dev
06H
01H
F7H

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID（または 7FH）
MMC コマンド・メッセージ
STOP（MCS）
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

○ PLAY（MCS）
ステータス
F0H

データ・バイト
7FH, dev, 06H, 02H

バイト
F0H
7FH
dev
06H
02H
F7H

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID（または 7FH）
MMC コマンド・メッセージ
PLAY（MCS）
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

○ DEFERRED PLAY（MCS）
ステータス
データ・バイト
F0H
7FH, dev, 06H, 03H
バイト
F0H
7FH
dev
06H
03H
F7H

ステータス
F7H

ステータス
F7H

ステータス
F7H

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID（または 7FH）
MMC コマンド・メッセージ
DEFERRED PLAY（MCS）
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

※ Sync Mode パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が Slave-MIDI ま
たは Remote のときに受信します。

●ストップ
ステータス
FCH

F0H

7FH, dev, 06H, 06H

バイト
F0H

解説
エクスクルーシブ・ステータス

ステータス
F7H

71

主な仕様

※ Sync Mode パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が Slave-MIDI ま
たは Remote のときに受信します。

○ RECORD STROBE
ステータス
データ・バイト

MIDI インプリメンテーション

※ Sync Mode パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が Slave-MIDI ま
たは Remote のときに受信します。

■ MIDI マシン・コントロール
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7FH
dev
06H
06H
F7H

ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID（または 7FH）
MMC コマンド・メッセージ
RECORD STROBE
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

4. 送信データ（シーケンサー・セクション）
4.1 再生時に送信するメッセージ
レコーディングしたメッセージを再生時に送信します。

○ RECORD EXIT
ステータス
F0H

データ・バイト
7FH, dev, 06H, 07H

バイト
F0H
7FH
dev
06H
07H
F7H

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID（または 7FH）
MMC コマンド・メッセージ
RECORD EXIT
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

ステータス
F7H

4.2 生成して送信するメッセージ
4.2.1 他の機器との同期のために生成するメッ
セージ
Sync Mode パラメーター（SYNC 画面または、PATTERN SYNC 画面）が Master のとき、
シーケンサー操作に応じて送信されます。

■システム・コモン・メッセージ
● MIDI タイム・コード・クォーター・フレーム

○ LOCATE（MCP）
フォーマット 1 − LOCATE（I ／ F）
ステータス
データ・バイト
F0H
7FH, dev, 06H, 44H, 02H, 00H, nnH
バイト
F0H
7FH
dev
06H
44H
02H
00H
nnH
F7H

ステータス
F1H
ステータス
F7H

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID（または 7FH）
MMC コマンド・メッセージ
LOCATE（MCP）
バイト数
I ／ F サブ・コマンド
情報フィールド（08H,09H,0AH,0BH,0CH,0DH,0EH,0FH）
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

第 2 バイト
mmH（=0nnndddd）

nnn= メッセージ・タイプ :
0=Frame count LS nibble
1=Frame count MS nibble
2=Seconds count LS nibble
3=Seconds count MS nibble
4=Minutes count LS nibble
5=Minutes count MS nibble
6=Hours count LS nibble
7=Hours count MS nibble
dddd=4 ビット・ニブル・データ：0H 〜 FH（0 〜 15）
前記カウントの下位および上位 4 ビットが組み合わせられると、これらのビット・フィー
ルドは、次のように割り当てられます。

※ 情報フィールド（08H 〜 0FH）はロケーター（番号 0 〜 7）に対応します。

フォーマット 2 − LOCATE（TARGET）
ステータス
データ・バイト
F0H

バイト
F0H
7FH
dev
06H
44H
02H
01H
hrH
mnH
scH
frH
ffH
F7H

7FH, dev, 06H, 44H, 06H, 01H,
hrH, mnH, scH, frH, ffH

フレーム・カウント xxxyyyyy
xxx
yyyyy
ステータス
F7H

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID（または 7FH）
MMC コマンド・メッセージ
LOCATE（MCP）
バイト数
TARGET サブ・コマンド
サブ・フレーム付き標準時刻仕様

秒カウント

分カウント

時カウント

未定義（000）
フレーム番号（0 〜 29）

xxyyyyyy
xx
yyyyyy

未定義（00）
秒カウント（0 〜 59）

xxyyyyyy
xx
yyyyyy

未定義（00）
分カウント（0-59）

xyyzzzzz
x
yy

zzzzz

未定義（0）
タイム・コード・タイプ
0=24 フレーム／秒
1=25 フレーム／秒
2=30 フレーム／秒（ドロップ）
3=30 フレーム／秒（ノン・ドロップ）
時カウント（0 〜 23）

EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）
※ MTC Output パラメーター（SYNC 画面）が On のときに送信します。なお、送信する
クォーター・フレーム・メッセージは、ソングの先頭を「00h00m00s00f00」として、
MTC Offset Time パラメーター（SYNC 画面）を加算した時刻になります。

●ソング・ポジション・ポインター
ステータス
F2H

第 2 バイト
mmH

第 3 バイト
llH

mm, ll= バリュー：00 00H 〜 7F 7FH（0 〜 16383）
※ MIDI Clock Output パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が On の
ときに送信します。
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■システム・リアルタイム・メッセージ

■ MIDI マシン・コントロール

●タイミング・クロック

MMC Output パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が On のときに送
信します。

ステータス
F8H
※ MIDI Clock Output パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が On の
ときに送信します。

●スタート
ステータス
FAH
※ MIDI Clock Output パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が On の
ときに送信します。

○ STOP（MCS）
ステータス
F0H

データ・バイト
7FH, 7FH, 06H, 01H

バイト
F0H
7FH
7FH
06H
01H
F7H

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID
MMC コマンド・メッセージ
STOP（MCS）
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

ステータス
F7H

●コンティニュー
ステータス
FBH

○ DEFERRED PLAY（MCS）
ステータス
データ・バイト
F0H
7FH, 7FH, 06H, 03H

※ MIDI Clock Output パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が On の
ときに送信します。

●ストップ
ステータス
FCH
※ MIDI Clock Output パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）が On の
ときに送信します。

■システム・エクスクルーシブ・メッセージ
● MIDI タイム・コード
○フル・メッセージ
ステータス
データ・バイト
F0H
7FH, 7FH, 01H, 01H, hrH, mnH, scH, frH
バイト
F0H
7FH
7FH
01H
01H
hrH

mnH
scH
frH
F7H

バイト
F0H
7FH
7FH
06H
03H
F7H

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID
sub-ID #1（MIDI タイム・コード）
sub-ID #2（フル・メッセージ）
タイプ／時（0yyzzzzz）
yy
タイム・コード・タイプ
00=24 フレーム／秒
01=25 フレーム／秒
10=30 フレーム／秒（ドロップ）
11=30 フレーム／秒（ノン・ドロップ）
zzzzz
時（00 〜 23）
分（00 〜 59）
秒（00 〜 59）
フレーム（00 〜 29）
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

※ クォーター・フレーム・メッセージの基本動作を扱います。ソン グ・ポジションを移動
したとき、このメッセージを送信します。MTC Output パラメーター（SYNC 画面また
は PATTERN SYNC 画面）が On のときに送信します。なお、送信するクォーター・フ
レーム・メ ッセ ージは、ソ ング の先 頭を「00h00m00s00f00」として、MTC Offset
Time パラメーター（SYNC 画面または PATTERN SYNC 画面）を加算した時刻になり
ます。

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID
MMC コマンド・メッセージ
DEFERRED PLAY（MCS）
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

○ RECORD STROBE
ステータス
データ・バイト
F0H
7FH, 7FH, 06H, 06H
バイト

ステータス
F7H

ステータス
F7H

ステータス
F7H

F0H
7FH
7FH
06H
06H
F7H

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID
MMC コマンド・メッセージ
RECORD STROBE
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

○ RECORD EXIT
ステータス
F0H

データ・バイト
7FH, 7FH, 06H, 07H

バイト
F0H
7FH
7FH
06H
07H
F7H

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID
MMC コマンド・メッセージ
RECORD EXIT
EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

ステータス
F7H

○ LOCATE（MCP）
フォーマット 2 − LOCATE（TARGET）
ステータス
データ・バイト
F0H
7FH, 7FH, 06H, 44H, 06H, 01H,
hrH, mnH, scH, frH, ffH

解説
エクスクルーシブ・ステータス
ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・リアルタイム・ヘッダー
デバイス ID
MMC コマンド・メッセージ
LOCATE（MCP）
バイト数
TARGET サブ・コマンド
サブ・フレーム付き標準時刻仕様

MIDI インプリメンテーション

バイト
F0H
7FH
7FH
06H
44H
02H
01H
hrH
mnH
scH
frH
ffH
F7H

ステータス
F7H

EOX（エンド・オブ・エクスクルーシブ）

主な仕様
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■対応する MMC コマンド

5. 参考資料

●受信するコマンド

■ 10 進数と 16 進数の対応表
（16 進数表記の数字の後ろには

H

を付けています。
）

MIDI では、データ値や、エクスクルーシブ・メッセージのアドレスやサイズには、7 ビッ
トごとの 16 進表記が使用されます。10 進表記との対応表は次のとおりです。
+—————+—————++—————+—————++—————+—————++—————+—————+
| D | H || D | H || D | H || D | H |
+—————+—————++—————+—————++—————+—————++—————+—————+
|
0 | 00H || 32 | 20H || 64 | 40H || 96 | 60H |
|
1 | 01H || 33 | 21H || 65 | 41H || 97 | 61H |
|
2 | 02H || 34 | 22H || 66 | 42H || 98 | 62H |
|
3 | 03H || 35 | 23H || 67 | 43H || 99 | 63H |
|
4 | 04H || 36 | 24H || 68 | 44H || 100 | 64H |
|
5 | 05H || 37 | 25H || 69 | 45H || 101 | 65H |
|
6 | 06H || 38 | 26H || 70 | 46H || 102 | 66H |
|
7 | 07H || 39 | 27H || 71 | 47H || 103 | 67H |
|
8 | 08H || 40 | 28H || 72 | 48H || 104 | 68H |
|
9 | 09H || 41 | 29H || 73 | 49H || 105 | 69H |
| 10 | 0AH || 42 | 2AH || 74 | 4AH || 106 | 6AH |
| 11 | 0BH || 43 | 2BH || 75 | 4BH || 107 | 6BH |
| 12 | 0CH || 44 | 2CH || 76 | 4CH || 108 | 6CH |
| 13 | 0DH || 45 | 2DH || 77 | 4DH || 109 | 6DH |
| 14 | 0EH || 46 | 2EH || 78 | 4EH || 110 | 6EH |
| 15 | 0FH || 47 | 2FH || 79 | 4FH || 111 | 6FH |
| 16 | 10H || 48 | 30H || 80 | 50H || 112 | 70H |
| 17 | 11H || 49 | 31H || 81 | 51H || 113 | 71H |
| 18 | 12H || 50 | 32H || 82 | 52H || 114 | 72H |
| 19 | 13H || 51 | 33H || 83 | 53H || 115 | 73H |
| 20 | 14H || 52 | 34H || 84 | 54H || 116 | 74H |
| 21 | 15H || 53 | 35H || 85 | 55H || 117 | 75H |
| 22 | 16H || 54 | 36H || 86 | 56H || 118 | 76H |
| 23 | 17H || 55 | 37H || 87 | 57H || 119 | 77H |
| 24 | 18H || 56 | 38H || 88 | 58H || 120 | 78H |
| 25 | 19H || 57 | 39H || 89 | 59H || 121 | 79H |
| 26 | 1AH || 58 | 3AH || 90 | 5AH || 122 | 7AH |
| 27 | 1BH || 59 | 3BH || 91 | 5BH || 123 | 7BH |
| 28 | 1CH || 60 | 3CH || 92 | 5CH || 124 | 7CH |
| 29 | 1DH || 61 | 3DH || 93 | 5DH || 125 | 7DH |
| 30 | 1EH || 62 | 3EH || 94 | 5EH || 126 | 7EH |
| 31 | 1FH || 63 | 3FH || 95 | 5FH || 127 | 7FH |
+—————+—————++—————+—————++—————+—————++—————+—————+
D：10 進
H：16 進
※ MIDI チャンネル、バンク・セレクト、プログラム・チェンジなどの 10 進表記は、前表
の 10 進数に 1 を足した値になっています。
※ 7 ビットごとの 16 進表記では、1 バイトのデータで表せる値は最大 128 段階です。そ
れ以上の分解能のデータは複数のバイトを使います。例えば、aa bbH と 2 バイトの 7
ビットごとの 16 進表記された値は、aa x 128 + bb となります。
※ ±の符号のある値は、00H = -64, 40H = ± 0, 7FH = +63 となり、10 進表記には上表
の 10 進数から 64 引いた値を使います。2 バイトの場合は、00 00H = -8192, 40 00H
= ± 0, 7F 7FH = +8191 となり、
例えば、aa bbH を 10 進表記すると aa bbH - 40 00H
= a a x 128 + bb - 64 x 128 となります。
※「nibbled」と書かれたデータの場合は、4 ビットごとの 16 進表記が使用されます。0a
0bH と 2 バイトのニブル表記された値は、a x 16 + b となります。
＜例 1 ＞ 5AH の 10 進表記は？
前表より 5AH = 90 となります。
＜例 2 ＞ 7 ビットごとの 16 進表記された値 12 34H の 10 進表記は？
前表より 12H = 18, 34H = 52 ですから
18 x 128 + 52 = 2356
となります。
＜例 3 ＞ 0A 03 09 0D とニブル表記された値の 10 進表記は？
前表より 0AH = 10, 03H = 3, 09H = 9, 0DH = 13 ですから
（（10 x 16 + 3）x 16 + 9）x 16 + 13 = 41885
となります。
＜例 4 ＞ 10 進数表記の 1258 をニブル表記すると？
16 ) 1258
16 )
78 ...10
16 )
4 ...14
0 ... 4
前表より 0 = 00H, 4 = 04H, 14 = 0EH, 10 = 0AH ですから
00 04 0E 0AH
となります。
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コマンド動作
01H
02H
03H
06H
07H
44H 00H
44H 01H

STOP
PLAY
DEFERRED PLAY
RECORD STROBE
RECORD EXIT
LOCATE I/F
LOCATE TARGET

STOP
PLAY
PLAY
REC / PUNCH IN
PUNCH OUT
LOCATE （ロケータの読みだし）
LOCATE （指定時刻）

●送信するコマンド
コマンド動作
01H
03H
06H
07H
44H 01H

STOP
DEFERRED
RECORD STROBE
RECORD EXIT
LOCATE TARGET

STOP
PLAY PLAY
REC / PUNCH IN
PUNCH OUT
LOCATE
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MIDI インプリメンテーション
PRODUCTION STUDIO

Date : Aug. 25, 2006

MIDIインプリメンテーション・チャート（シーケンサー部） Version : 1.00

Model MV-8800

送

ファンクション...

ベーシック・
チャンネル：

信

受

電源ON時
設定可能

全チャンネル
×

全チャンネル
1〜16

電源ON時
メッセージ
代用

×
×
**************
○
0〜127

×
×
×

○
○

○
○

キー別
アフター
チャンネル別
タッチ
ピッチ・ベンド

○
○

○ *1
○ *1

○

○ *1

0〜119

○

○ *1

モード：
ノート・
ナンバー：
ベロシティー

音域
ノート・オン
ノート・オフ

信

備

考

ベーシック・チャンネルを
持たない

○
0〜127

コントロール・
チェンジ

プログラム・
設定可能範囲
チェンジ：
エクスクルーシブ

○
**************

○ *1
0〜127

○

○ *1

クォーター・フレーム
ソング・ポジション
コモン：
ソング・セレクト
チューン

○ *1
○ *1
×
○

○ *1 *2
○ *1
×
○

リアル
タイム：

クロック
コマンド

○ *1
○ *1

○ *1
○ *1

オール・サウンド・オフ
リセット・オール・コントローラー
その他：ローカルON/OFF
オール・ノート・オフ
アクティブ・センシング
システム・リセット

○
○
○
○ *3
○
×

○ *2 *3 *4
○ *4
○ *2 *3
○ *2 *4
○ *2
×

備考

モード 1 : オムニ・オン、ポリ
モード 3 : オムニ・オフ、ポリ

*1 ○×の切り替え可能。
*2 受信しても記録しない。
*3 EVENT LIST画面で作成して送信することは可能。
*4 オール・ノート・オフ処理をする。
モード 2 : オムニ・オン、モノ
モード 4 : オムニ・オフ、モノ

○: あり
×: なし
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MIDI インプリメンテーション
PRODUCTION STUDIO

Date : Aug. 25, 2006

MIDIインプリメンテーション・チャート（音源部）

Model MV-8800

送

ファンクション...

ベーシック・
チャンネル：
モード：
ノート・
ナンバー：
ベロシティー

電源ON時
設定可能
電源ON時
メッセージ
代用
音域
ノート・オン
ノート・オフ

キー別
アフター
チャンネル別
タッチ
ピッチ・ベンド

コントロール・
チェンジ

1
5
7
10
11
64
65
66
68
71
72
73
74
84
91
93
0〜119

受
1〜16
1〜16

モード3
×
**************
○
21〜116

モード 3
モード 3,4（M=1）
×

○
○

○
○

○
○ *3

○ *1
○ *1

×

○

×
×
×
×
×
× *4
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○ *3 *5

○ *1
○
○ *1
○ *1
○ *1
○ *1
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ *6

○ *1
0〜127

○ *3

×

クォーター・フレーム
ソング・ポジション
コモン：
ソング・セレクト
チューン

×
×
×
×

×
×
×
×

リアル
タイム：

×
×

×
×

備考

モード 1 : オムニ・オン、ポリ
モード 3 : オムニ・オフ、ポリ

備

考

記憶可能
*7

○
0〜127

○ *3
**************

クロック
コマンド

信

1〜16
1〜16

プログラム・
設定可能範囲
チェンジ：
エクスクルーシブ

オール・サウンド・オフ
リセット・オール・コントローラー
その他：ローカルON/OFF
オール・ノート・オフ
アクティブ・センシング
システム・リセット
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信

Version : 1.00

モジュレーション
ポルタメント・タイム
ボリューム
パンポット
エクスプレッション
ホールド1
ポルタメント
ソステヌート
レガート・フット・スイッチ
レゾナンス
リリース・タイム
アタック・タイム
カットオフ
ポルタメント・コントロール
汎用エフェクト1
汎用エフェクト3

パッチ・ライブラリー1〜128

○ *2
○
×
○ *3
×
○
○ *2
○ *3
×
○
×
○
*1 ○×の切り替え可能。
*2 オール・ノート・オフの処理をする。
*3 V-LINKがオンの時送信可能。
*4 Foot Switch Type=Damplerのとき送信可能。
*5 アサイナブル・スライダーにコントロール番号を割り当てたとき送信可能。
*6 Common Control Change Numberにコントロール番号を割り当てたとき受信可能。
*7 M!=1の場合にもM=1として扱う。
モード 2 : オムニ・オン、モノ
モード 4 : オムニ・オフ、モノ

○: あり
×: なし
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主な仕様
プロダクション・スタジオ MV-8800
■サンプラー部
オーディオ・データ・フォーマット
サンプリング周波数
最大同時発音数
パート数

ウェーブ・メモリー
（RAM）

最大サンプリング時間

エフェクト

16 ビット・リニア
44.1kHz（固定）
64 音
16（インストゥルメント）＋ 9（オーディオ・トラック）＋ 1（オーディオ・フ
レーズ）
DIMM スロット
1
168 ピン
PC100 CL=2 または PC133 CL=3
DIMM 仕様
3.3V
128M バイト、256M バイト、 512M バイト
128M バイト
搭載容量
（512M バイト DIMM への交換により最大 512M バイトまで拡張可能）
標準時
モノ：約 24 分
（128M バイト DIMM 装着） ステレオ：約 12 分
最大拡張時
モノ：約 100 分
（512M バイト DIMM 装着） ステレオ：約 50 分
MFX（マルチエフェクト）
1 系統（25 種類）
コーラス
1 系統（2 種類）
リバーブ
1 系統（4 種類）
マスタリング・ツール・
1 系統（マスタリング時のみ）
キット

■シーケンサー部（ソング）

ソング
トラック数

パターン

MIDI トラック
（1MIDI チャンネル／トラック）
オーディオ・トラック
パターン・トラック
テンポ・トラック
ミュート・コントロール・トラック
MIDI トラック
（1MIDI チャンネル／トラック）
オーディオ・トラック
ミュート・コントロール・トラック

分解能
テンポ
最大記憶音数
ソング長
レコーディング方法

128
8
1
1
1
64
1
1
480 ティック／ 4 分音符
5 〜 300
約 150,000 音
9,999 小節
イベント・レコーディング
（リアルタイム／ステップ）
オーディオ・レコーディング

■その他

プロジェクト

信号処理
周波数特性

規定入力レベル

ソング数
パターン数
パッチ数
パーシャル数
サンプル数
オーディオ・フレーズ数
パッチ・ライブラリー数
MIDI クリップ数
マルチエフェクト（MFX）・
ライブラリー数
コーラス・ライブラリー数
リバーブ・ライブラリー数
マスタリング・ツール・キット・
ライブラリ数
ピックス・ジャム用静止画像数
AD 変換
DA 変換
マイク／
ライン・インプット
マイク／
ライン・インプット
フォノ・インプット

16
500
16（1 ソング当たり）
96（16 パッド× 6 バンク、1 パッチ当たり）
9,999
512（16 パッド× 32 バンク）
128
100
144（プリセット 44、ユーザー 100）
52（プリセット 2、ユーザー 50）
54（プリセット 4、ユーザー 50）
76（プリセット 26、ユーザー 50）
16
24 ビット、64 倍オーバーサンプリング
24 ビット、128 倍オーバーサンプリング
20Hz 〜 20kHz（+0dB ／ -2dB）
-50 〜 +14dBu
最大 +26dBu：バランス時
最大 +20dBu：アンバランス時
-87 〜 -27dBu
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主な仕様
■その他
入力インピーダンス
規定出力レベル
出力インピーダンス
推奨負荷
インピーダンス

マイク／ライン・インプット
フォノ・インプット

マスター・アウト
ヘッドホン

残留ノイズ・レベル
ディスプレイ
パッド
コントローラー
ハード・ディスク・ドライブ
CD-R/RW ドライブ

40kΩ
50kΩ
+4dBu（バランス）
600Ω
10kΩ 以上
8 〜 600Ω
-86dBu 以下
SENS：LINE
フォノ・インプット：ショート、IHF-A Typ.
グラフィック LCD
カラー 320 × 240 ビット（バック・ライト付き）
16 個、ベロシティ−、アフタータッチ付き
エフェクト・コントロールつまみ：C1 〜 C3
ミキサー・スライダー：1 〜 8
2.5 インチ 40G バイト
内蔵タイプ
CD-DA、CD-ROM、CD-R、CD-RW
L、R（RCA ピン・タイプ）

フォノ・インプット・ジャック
マイク／
L、R（TRS 標準タイプ）
ライン・インプット・ジャック
マスター・アウトプット・ジャック
L、R（TRS 標準タイプ）
ヘッドホン・ジャック
ステレオ標準タイプ
デジタル・アウト・コネクター A
コアキシャル・タイプ
接続端子
デジタル・アウト・コネクター B
オプティカル・タイプ
MIDI コネクター
IN、OUT A、OUT B
USB コネクター
ファイル転送（マス・ストレージ・クラス）に対応
VGA アウト・コネクター
15 ピン・ミニ D-sub タイプ
PS/2 マウス・コネクター
6 ピン・ミニ DIN タイプ
フット・スイッチ・ジャック
標準タイプ
AC インレット
アナログ・マルチ・アウトプット・
1 〜 6（TRS 標準タイプ）
接続端子
ジャック
MV8-OP1（オプショ デジタル・イン・コネクター A
コアキシャル・タイプ
ン）取り付け時
デジタル・イン・コネクター B
オプティカル・タイプ
R-BUS コネクター
25 ピン D-sub タイプ
電源
AC100V（50/60Hz）
消費電力
35W
外形寸法
480（幅）× 482（奥行き）× 136（高さ）mm
質量
9.0kg（MV8-OP1 を除く）
動作温度
5 〜 40 ℃
取扱説明書、画面ガイド、資料、ブックレット「コンテンツ・ディスク」、コンテンツ・ディスク（ CD-ROM）
、マウ
ス（PS/2）、マウス・パッド、電源コード、電源プラグ 2P-3P 変換器、ショート・ピン、保証書、ローランド ユー
付属品
ザー登録カード
別売品
オーディオ I/O エクスパンション：MV8-OP1、フット・スイッチ：BOSS FS-5U、ペダル・スイッチ：DP-2

ファイル・フォー
マットの互換性

インポート
エクスポート（書き出し）
オーディオ CD
.WAV/AIFF
ACIDize 済み .WAV
S-700 サンプル、パーシャル、パッチ
AKAI MPC2000 プログラム・ファイル（.PGM）
CD-ROM から AKAI MPC2000 サウンド・ファイル（.SND）
AKAI S1000/3000 プログラム、サンプル
SMF（フォーマット 0/1）
静止画像（.BMP/JPG）
MV-8000 パッチ
MV-8000 プロジェクト（バックアップ）
CD-R/RW へ
オーディオ CD

USB 経由で
PC/Mac

.WAV/AIFF
ACIDizes 済み .WAV
AKAI MPC2000 プログラム・ファイル（.PGM） MV-8800 サンプル、オーディオ・フレーズ（.WAV/AIFF）
AKAI MPC2000 サウンド・ファイル（.SND） MV-8800 ソング／パターン（SMF（フォーマット 1））
SMF（フォーマット 0/1）
静止画像（.BMP/JPG）
MV-8000 パッチ／ MV-8000 プロジェクト

（0dBu=0.775Vrms)
※
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製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

午前８時２１分
水曜日
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ミキサー・ブロック・ダイアグラム

PHONO

MIC/LINE(TRS)

PHONO
EQ

Sample Type
(Stereo/Mono)
MFX Routing
(when Input) [*1]

Filter, Amplifier
/w LFO

MFX Routing
(when AUX 1~4)[*1]

Level [*3]

Output Assign [*2]

when
Mastering

Mastering Tool Kit

Off

On

*1 MFXの配置場所はEFFECTS画面のRoutingパラメーターの設定によってInput、AUX1〜4、Masterのいずれかになります。
*2 各パートのOutputパラメーターをPartialに設定した時の出力先は、各パーシャルのOutputパラメーターの設定に従います。
*3 パートのLevelパラメーターを変化させるとDelay/Chorus、Reverbへ送る信号量も変化します。

MFX Routing
(when Master)[*1]
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