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EL→MDR-5変換前の準備
EL →MDR-5 変換する前に、以下のものをあらかじめ用意してください。
・変換したいELシリーズ用ソングの入ったフロッピーディスク
・変換したソングを保存するUSBフラッシュメモリー

NOTE

- USB フラッシュメモリーは､ USB デバイス動作確認済みリストに掲載されているものを使用してください｡

- 変換は、1 つ  1 つのソングに対してではなく、フロッピーディスク単位で行ないます。変換時に指定したフロッピーディスクの中に保存されている

EL シリーズ用ソングがすべて変換されます。

  EL→MDR-5変換前の注意点
• 市販のソングデータ (EL プロテクトソング )  は、1 つのソングにつき１度だけ MDR-5 用データに変換できま
す。変換したあとも、変換元のソングデータ (  フロッピーディスク )  はそのまま使用できます。
•市販のソングデータ (EL プロテクトソング )  を変換する場合は、あらかじめフロッピーディスクのライトプロテク

トタブをオフ (  記録可能な状態 )  にしてください。
• USB フラッシュメモリーは､ 下記 URL から USB デバイス動作確認済みリストに掲載されているものを確認して
使用してください｡
＜動作が確認されたUSBデバイス機器の確認ページ＞
https://jp.yamaha.com/products/contents/keyboards/downloads/content_data/index.html?k=&c=keyboards&l=ja

• USB フラッシュメモリーは､ 1 度  ELS の Ver1.83 以降、もしくは MDR-5 でフォーマットしたものを使用して
ください｡
• USB フラッシュメモリーに書き込み防止の機能がついている場合は、書き込み可能な状態にしておいてください。

•本体に接続したフロッピーディスク､ USB フラッシュメモリーの状態が不安定な場合､ 読み書きしたことによっ

てメディアが破損することがあります｡

はじめに

ELX-1m、EL-900、EL-90 などのエレクトーンで作成したソングと ELプロテクトソング ( 以下 ELシリー
ズフロッピーディスク用ソング ) は、そのままではMDR-5 を使って再生できません。バージョン1.83以降
にアップデートしたELS-01/01C/01X (TypeU含む ) のエレクトーン (以下 ELSシリーズ )を使うと、EL
シリーズフロッピーディスク用ソングをMDR-5を使って再生できる形式に変換できます (以降EL→MDR-5
変換 )。本書では、この変換手順について説明します。

MDR-5用データへの変換手順書

https://jp.yamaha.com/products/contents/keyboards/downloads/content_data/index.html?k=&c=keyboards&l=ja


2

NOTE

左の画面はUSB-FD01内の EL

シリーズフロッピーディスク用ソ

ングを変換する場合の操作を表し

ます。

EL→MDR-5変換手順

変 換 し た ソ ン グ を 保 存 す る USB フ ラ ッ シ ュ メ モ リ ー (1 個 の み ) を、
STAGEA (ELS) の USB TO DEVICE 端子に接続します。

変換したい EL シリーズ用ソングの入ったフロッピーディスクを、STAGEA 
(ELS) のフロッピーディスク挿入口に挿し込みます。

STAGEA (ELS) の [MDR] ボタンを押し、MDR 画面を表示させます。
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画面内の右上にある「ツール」ボタンを押して、ツールページを表示させます。

[MDR] ボタンを押しながら、ツールページ内に表示された、変換する EL シ
リーズ用ソングが入ったフロッピーディスクのボタンを押します。

選択したフロッピーディスク内にあるすべてのELシリーズ用ソングが変換対象に
なります。
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NOTE

USBフラッシュメモリーのフォ

ルダー内に保存されたELシリー

ズフロッピーディスク用ソングを

変換する場合は、その保存されて

いるフォルダーのボタンを押しま

す。ただしサブフォルダーの中に

保存されているソングは変換され

ません。
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「EL → MDR-5 変換しますか？」というメッセージが表示されるので、画面の
「EL → MDR-5 変換」ボタンを押します。

MDR-5 用データへの変換が実行されます。変換すると、STAGEA(ELS) に接続
しているUSBフラッシュメモリーのルートディレクトリーに「F**」というフォル
ダーが作成され、その中に変換されたソングデータが保存されます。(** には 01
～ 99の数字が自動的に設定されます。)

注記
変換中に接触不良が起きると､ メディアを破損する場合があります｡ フロ
ッピーディスク､ USBフラッシュメモリーは本体にしっかりと接続し､ 変
換中は振動させないようご注意ください｡

変換が終了すると変換先のフォルダー名が画面に表示されるので、画面の「OK」
ボタンを押します。

変換に失敗した場合は、「正常に読み書きができませんでした。」などのエラーメッ
セージが表示されます。
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NOTE

USBフラッシュメモリーが本体

に接続されていない場合は､ 実行

開始時にエラーになります｡ また、

USBフラッシュメモリーのルー

トディレクトリーに「F01」～

「F99」というフォルダーがすべ

て存在する場合も､ 実行開始時に

エラーになります｡
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ツールページ内に表示された「USB 01」ボタンを押し、画面右側の「中に」ボ
タンを押します。

「F**」フォルダーのボタンを押してから画面右側の「中に」ボタンを押し、変換
後のソングデータが保存されていることを確認します。

別の EL シリーズフロッピーディスク用ソングも続けて変換する場合は、手
順 2 に戻ります。

8

9

10 NOTE

99回変換すると、保存先の

USBフラッシュメモリーを別の

ものに変えなければいけないため、

手順1まで戻ってください。
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EL→MDR-5変換後の注意点
変換後のソングデータ
•-MDR-5 用ソングに変換されたデータは、変換元のソングデータと同じソング番号が割り当てられます｡ 変換後の
ソングデータをMDR-5 に読み込ませると、このソング番号が表示されます。
•-MDR-5 にはネクストソング機能はありません｡ ネクストソング機能を使用したソングをMDR-5 用に変換すると
ネクストレジストに変わり､ 複数のソングが1つのMDR-5 用のソングに変換されます｡
例 :-SONG1～ 3の 3つのソングにネクストソング機能を適用している場合、これらのソングを変換すると､ ソ
ング1にレジストレーションデータを3つ持つソングとして変換され、変換先のソング2～3は空になります。

ただしMDR-5 は、ELシリーズの内蔵MDRと比べ、ネクストレジストの再生において以下の違いがあるため、
フロッピーディスクの場合と同じデータ /タイミングでの演奏はできません｡
-- KBPアサイン /リズムセットアップ､ ユーザー音色 /VAカスタム音色､ ユーザーリズム､ リズムシーケンス
は変わらない
-- レジストレーションデータの読み込み時間が長い

•-1 曲の中でオートデータ /演奏データを複数個使用するソングをEL→MDR-5 変換すると､ 複数個のソングに変
換されます｡ n個目のソングの演奏データの再生が終了したら､ ソング番号を変えて、[PLAY] またはカスタムプ
レイ ([SHIFT]+[PLAY]) で次のソングを再生してください｡ カスタムプレイの場合は、ネクストレジストはされ
ません。
•-オートデータを使用せずにレジストレーションデータを複数個使用する EL-90 シリーズ用のソングを
EL→MDR-5 変換すると､ それぞれが別のソングに変換されるので、オートインクリメントを使用して演奏して
ください｡
•-MDR-5 用ソングに変換されたデータは､ STAGEA(ELS) 上では- 以下の名前で表示されます。
「EL_」+-EL ソングでのソング番号 (001～ 040)-+-( スペース )-+-EL ソングでのソング名-
例：EL-90のソング10を変換した場合："EL_010"
例：EL-900のソング10( ソング名："SONG-10") を変換した場合："EL_010-SONG-10"

変換後のレジストレーションデータ
•-ソング再生時のレジストレーション読み込みでVAカスタム音色は変わりません｡
•-ネクストレジストではKBPアサイン /リズムセットアップ､ ユーザー音色 /VAカスタム音色､ ユーザーリズム、
リズムシーケンスは変わりません｡
•-オートインクリメントではKBPアサイン /リズムセットアップ､ ユーザー音色 /VAカスタム音色､ ユーザーリ
ズム､ リズムシーケンスは変わりません｡
•-ソング再生時のレジストレーション読み込みには20～ 30秒､ ネクストレジスト /オートインクリメントには約
6秒かかります｡ 保存しているメディアの状態によってはさらに遅くなります｡

変換後の演奏データ
•-リード分離録音は再生できません｡
•-キーボードパーカッションの分離録音は再生できますが､ パートをオフにできません｡
•-EL →MDR-5 変換したソングの演奏開始タイミングは元のソングと一致しません｡ EL 市販楽譜データを x分 y
秒で一時停止し､ 途中から再生する､ という指定のあるデータを使用する際､ 開始タイミングがずれるので微調整
して使用してください｡
•-ネクストレジストを使用したソングを早送り /巻き戻しすると､ リズムシーケンスやリズムの小節がずれる場合が
あります｡

NOTE

-- MDR-5 の機能について詳しくは、MDR-5 の取扱説明書をご参照ください。
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エラーメッセージ一覧

メッセージ 内容

EL →MDR-5 変換できません。変換後の
データを保存するUSBフラッシュメモリ
ーを挿入してください。

「USB **」と表示されるUSBデバイスが接続されていません。

複数のUSBフラッシュメモリーを接続し
ているため、EL→MDR-5変換できません。
不要なUSBメモリーを抜いてください。

「USB **」と表示されるUSBデバイスが複数個接続されています。
変換時に使用できるUSBデバイスは1つだけです。

メディアがフォーマットされていません。 変換元メディアまたは変換先メディアがフォーマットされていない
ため、使用できません。

メディアにライトプロテクトがかかってい
ます。 

変換先メディアにライトプロテクトがかかっている、または変換元
メディアがプロテクトディスクであり、さらにライトプロテクトが
かかっています。

メディアの空き容量が足りません。 変換先メディアの残量が40MByte 以下のため、容量が足りません。

メディア ID が読み取れないため、この操
作を行なうことはできません。  

変換元メディアがプロテクトディスクであり、かつ変換先のメディ
ア IDが読み取れません。

このメディアはすでに変換されています。 変換元メディアがプロテクトディスクであり、かつメディアに保存
されているプロテクトソングがすでにMDR-5 変換済みです。プロ
テクトソングは1度しか変換できません。

ソングがありません。 変換元メディアにELソングがありません。

F01 ～ F99 フォルダーが存在するため、
EL→MDR-5 変換できません。

変換先メディアに「F01」～「F99」というフォルダーがすべて存在
しているため、変換できません。

実行できませんでした。 レジストレーションデータのフォーマットが正しくありません。
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