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ENTERTAINMENT OPERATING SYSTEM BX

ユーザーの皆様へ
お使いのパソコンによってはシステムの都合上、イラストや文字の色、フォントなどが正しく表示されない場合があります。また、サムネールのページ番号と本文ページ番号が一致しない場合がありますので、ご了承ください。
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買ったばかりのEOS BXを前に、思わずニンマリして嬉しさを隠せずにいるあなた。 

シンセサイザーに触れることがまったくはじめてのあなた。 

不安いっぱいでドキドキしているというあなた。 

いろいろな方がおられると思いますが、このEOS BXに対する熱い想いは皆さん同じでしょう。 
 

新しい物事に触れたりとりくんだりするときは、 

まず予備知識をもって挑むことが好ましい…ということは当たり前。 

でも、小さな文字がビッシリ詰まった取扱説明書を最初から読んでいくというのは 

なかなか気合いがいりますよね。 

そこで！この「ベーシックガイド」では、むずかしい知識や理論は置いといて、 

まずはBXに触れてみて、いろいろなことがらを体験しながら覚えていこうという 

考え方をもとに作られています。 

セットアップからパソコンを使った音楽制作という高度なワザまで、 

とてもわかりやすく解説しています。 

操作方法をすぐにイメージできるようなイラストも付いていて、 

まるでファッション雑誌のページをめくるような感覚で読み進んでいくことができるでしょう。 
 

そして、EOS BXのことをもっと深く知りたくなってきたり、興味が湧いてきたら、 

今度はぜひ取扱説明書のページをめくってみてください。 

きっと大きな発見や進歩のヒントがあるはずですよ！ 
 

それでは、すばらしいEOS BXワールドのはじまりです。 

 

EOS BXワールドへようこそ！
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コンセント 

電源アダプター 
(付属)

EOSリアパネル 

DC IN端子 

EOS

OUTPUT L / 
 MONO 端子 

OUTPUT R端子 

INPUTINPUT

アンプ内蔵スピーカー 
（左側） 

アンプ内蔵スピーカー 
（右側） 

ENTERTAINMENT OPERATING SYSTEM BX

BXの背中(リアパネル)には、さまざまな端子やスイッチ
がついています。 
 
まず、つなげなくてはならないのは「電源」。 
付属の電源アダプター(PA-3B)のプラグをリアパネルの
DC IN端子に、電源アダプターを電源コンセントに接続し
ましょう。 

BXにはスピーカーがついていませんので、音を出す(聴く)
ためにはスピーカーやアンプ、ヘッドフォンなどを接続す
る必要があります。 
ヤマハマルチメディアスピーカー「YST-Mシリーズ」の
ようなアンプ内蔵スピーカーを接続すると、それぞれのボ
イスのパンやエフェクトなどの設定が再現され、拡がりの
ある豊かなサウンドを体験できます。 
イラストを見ながら、リアパネルのOUTPUT L/MONO
端子とOUTPUT R端子に接続してみましょう。 

もっとも簡単なのはヘッドフォンを使う方法です。 
ただし、あまり大きな音量で聞くと耳を痛めてしまいます
ので、はじめにVOLUMEスライダーでボリュームを下げ
ておいて、すこしずつ調整しましょう。 

BXのSTANDBY/ONスイッチを押すと、電源が入ります。 
電源を入れたり切ったりするときは、BXや接続先の外部
オーディオ装置のボリュームを必ず下げておきましょう。
故障の原因になります。 

 アンプ内蔵スピーカーを1台しか使わないときは、リア
パネルのOUTPUT L/MONO端子に接続します。 

ひとこと 

 学園祭や音楽教室の発表会やレコーディングなどでは、
迫力ある豊かな音量が欲しいもの。そのような場合は
ミキサーを接続します。 

ひとこと 

EOSリアパネル 

STANDBY/ONスイッチ 

4 5
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BXには、多彩なボイスをフルに活用したデモンストレーションソング(以下、
デモソング)が内蔵されています。BXのボイス、エフェクトなどを最大限に
活かしたデモソングを聴くと、このBXでどんな音楽の世界を作り上げるこ
とができるか、十分に理解できるでしょう。 
 
それでは、デモソングを聴いてみましょう。 

フロントパネルのVOICEボタンとSEQ PLAYボタンを同時に押
すと、デモソングの演奏画面に入り、自動的にデモソングの演奏が
はじまります。 

1

デモソングは、ボタンを押して止めるまで自動的に繰り返し演奏さ
れます。 

デモソングを止める場合は、MULTIボタン、VOICEボタン、SEQ 
PLAYボタン、EXITボタンのいずれかを押します。 2

KEYELEMPART

OCTAVE
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BXには、オーケストラを構成するすべての楽器をはじめ、トレンドをバッチ
リおさえたシンセ・サウンド、映像までもイメージできそうな楽しいSEなど、
多彩な音色が入っています。 
BXでは、この音色のことを「ボイス」とよびます。 

フロントパネルのMODE(モード)ボタンのところにあるVOICE(ボ
イス)ボタンを押すと、ボイスを選んで演奏できる状態に入ります(ボ
イスプレイモード)。この状態で鍵盤を弾くと、ディスプレイに表示
されているボイスの音が出ます。 

カテゴリーサーチ機能がオンになっている時(CATEGORY 
SEARCHボタンの左上のランプが点灯している状態)、メモリーボ
タンは音色カテゴリーを設定するために使用しますので、気をつけ
ましょう。 

ひとこと 

カテゴリーサーチ機能を解除するには、EXITボタンを押します。 ひとこと 

たとえば、「ピアノの音色で演奏したい」というイメージは決まって

いても、その「ピアノの音色にこだわりたい」というような場合には、

CATEGORY SEARCH(カテゴリーサーチ)機能を使うと便利で

す。 

カテゴリーサーチ機能については、BX取扱説明書をお読み下さい。 

ひとこと 

1

プリセットボタンを押します。この時プリセットを示す「PR」が点滅
します。 2

弾いてみたいボイスのナンバーを選びます。 
たとえば、ボイスナンバー「PR008 PF:"ZERO"」を選びたい場
合、テンキーを「0、0、8」と押します。 

次に、ENTER(エンター)ボタンを押して初めてそのナンバーの音
色が確定されます。 

ボイスナンバーを選ぶには、ここで説明したテンキーの他に、
－/NOボタンや＋/YESボタン、データダイアルを使って選ぶこと
もできます。 

あなたに合った方法で好きなボイスを選んで、楽しく演奏してみま
しょう。 

3
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BXとパソコンを接続し、付属ソフトウェアDAworksを使うことによって、
幅広い音楽制作を楽しむことができます。 
BXとパソコンを接続する手順は、以下のとおりです。 

まず、付属のUSBケーブルを使って、BXとパソコンを接続します。 

電源を入れるときは、まずアンプ内蔵スピーカーなど再生装置の
ボリュームを下げてから、パソコン→BX→再生装置の順序でス
イッチを入れます。 
電源を切るときは逆の順序で行ないます。 

ひとこと 

シリアルケーブルやMIDIケーブルを使って接続する方法もあり
ます。 
これらの詳しい接続方法については、BX取扱説明書をお読みく
ださい。 

ひとこと 

それぞれの端子を見ると、様々な形があります。たとえるなら「鍵
と鍵穴」の関係のようなもの。 
BXのリアパネル、あなたのお使いのパソコンやオーディオ機器
にもいくつかの端子がついていますので、確認してみてくだい。 
形の違うモノ、役割の違うモノを無理やり差し込むことは、故障
の原因になるので、絶対にしないようにしましょう。 

ひとこと 

USB MIDIドライバ、USB AUDIOドライバのインストールや、
OMSの設定(Macintoshの場合)をする必要があります。これ
らの方法についても、「インストールガイド」をお読みください。 

ひとこと 

1

付属のCD-ROMを使って、DAworksをインストールします。 
詳しいインストール方法については、付属の「インストールガイド」
をお読みください。 

2

BXのリアパネルのHOST SELECTスイッチをUSBにセットしま
す。 3

必要に応じて、アンプ内蔵スピーカーやヘッドフォンをBXに、マイ
クをパソコンに接続しましょう。 4

USB端子 

USBケーブル 

コンピューター 

ヘッドフォン 

アンプ内蔵スピーカー 
（左側） 

アンプ内蔵スピーカー 
（右側） 
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EOS BXの音楽制作環境を何倍も楽しくさせてくれるシーケンスソフト
DAworks。どんなことができるのか、どんなにすごいのか、まずはデモソ
ングを聴いて実感するのが一番！ 
 
デモソングを聴くまでの作業の流れは・・・ 
DAworksを立ち上げる  →  必要に応じてドライバを設定(Macの場合)  
→  デモソングを読み込む  →  再生する 
ほら、とても簡単ですね。 

別冊のインストールガイドを見ながら、DAworksをインストール
しましょう。 

（Windowsの場合） 
MIDIの設定については「プラグ&プレイ機能」によって自動的に
ドライバを探してくれるので、「次へ」をクリック・・・と操作はとっ
てもシンプル。 

ひとこと 

デモソングは他にももう1曲用意されています。同じ方法で聴い
てみましょう。 

ひとこと 

（Macintoshの場合） 
メニューバーの「設定」メニューから「OMS studioセットアップ」
を選択すると、OMSが起動します。 
詳しくは別冊インストールガイド「OMSのセットアップについて」
をお読みください。 

ひとこと 

デモソングのファイルを読み込みましょう。 
以下の2つの方法でデモソングを選択し読み込むことができます
ので、お好きな方法で、デモソングファイル「Bio-Xing.xws」を選
択しましょう。 
 
・ ツールバーの開くボタンをクリックし、「Bio-Xing.xws」を選択
する 

・ メニューバーの「ファイル」から「Bio-Xing.xws」を選択する 

あとはテープレコーダー感覚のカンタン操作。 
プレイコントロールのプレイボタンを押して、デモソングを再生さ
せましょう。 

あれ？聴き覚えのある曲・・・そう！　BX本体に内蔵されているデモ
ソングにオーディオデータも加わり、さらにハイテンションな浅倉
大介サウンドが再現されます。音に身をゆだねて踊るもよし、歌う
もよし。 
さあ、浅倉ワールドを満喫しましょう！ 
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オーディオデータも使って楽しさ満載のデモソング。このデモソングにほん
の少し変更を加える(アレンジする)だけで、新しいソングに生まれ変わりま
す。DTM(デスクトップ・ミュージック)の楽しさを体験してみましょう。 

このDAworksには、デジタルオーディオ(ウェーブデータ)を録音し、MIDI
トラックと同じように再生することができます。 DAworksを立ち上げます。 

ここでアレンジしたソングを保存しておくことができます。 
詳しくは、付属CD-ROMに入っているDAworksのPDFマニュ
アルをご参照ください。 

ひとこと 

DAworksでファイルを保存しても、ウェーブデータはいっしょに
保存されません。MIDIトラックとウェーブトラックが混在したデ
ータを保存する方法など詳細については、付属CD-ROMに入っ
ているDAworksのPDFマニュアルをご参照ください。 

ひとこと 

1

前の項の「オーディオデー
タも使ったデモソングを聴
いてみましょう」をおさらい
しながら、デモソング「Bio-
Xing.xws」のトラックビュ
ーウィンドウを表示させます。 

2

難しいことはさておき、ツールバー
で「XG」ボタンをクリックし、 

「XGエディターウィンドウ」を開き
ましょう。 

3

パソコンのマイク端子にマイクを接続します。 
5

DAworksのトラックビューウィンドウを開き、空いているトラック
のType (タイプ)をクリックします。 
ポップアップメニューから「WAVE」を選択します。 

6

7

プレイボタンをクリックするとプレイボタンが点灯し、録音が始まり
ます。 
 
デモソングにあわせて、Wow！Yeah！のかけ声や、パーカッション
などを録音して盛り上がりましょう。 

8

ボイスのダイアログの下にある「クリックモニター」をチェックし
ておくと、ボイスをクリックした瞬間に、その音色が鳴るので、確
認しながら選べるので、とても便利。 
音色が決まったらOKボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 

ひとこと 

変更した音色を保存する方法については、付属CD-ROMに入っ
ているDAworksのPDFマニュアルをご参照ください。 

ひとこと 

「XGエディターウィンドウ」の画面のままで、プレイコントロールの
枠のプレイボタンを押して、デモソングを再生させます。 
VOICE(音色)の欄はGrand Pianoが並んだ初期設定の状態から、
曲中で設定された音色名に変わり、ASSINABLE(アサイナブル
スライダー)で、各パートの音量の変更が可能となります。 
 
23小節目から登場する印象的なメロディに関わる音色は、9トラッ
クと12、13トラックに入っています。 
13トラック目に入っている「PF 3octPf」をダブルクリックして、
ボイスリストの画面を開き、CATEGORY3にあるいろいろな音色
を選択して、トラックの音色を変えて聴いてみましょう。 

この動作を繰り返しながら、他のトラックの音色を変えてみましょう。 

4

録音したいトラックの「Rec」欄をクリックして　　を表示させ、プ
レイコントロールのレコードボタンをクリックしてスタンバイ状態
にします。 
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DAworksを使って作成したソングファイルや、BXで作成したファイルを市販のメモリーカー
ドにセーブ(保存)することができます。 
また、メモリーカードに保存されたファイルをロード(読み込む)することもできます。 

切手サイズのメモリーカードなら、音楽情報を手軽に携帯できるので、この小さなカード１枚と
EOS BXを抱えて、学園祭や音楽教室の発表会、結婚披露パーティーやそのほかの華やかな
席での演奏など、おおいに活躍の場を広げることができそうですね。 

ファイルをメモリーカードに保存したり読み込んだりするための詳しい方法については、BX取
扱説明書をお読みください。 
また、BX取扱説明書のシーケンスプレイモードのページも、あわせてお読みください。 

 メモリーカードで扱うことのできるファイルは、BX本体にあるデータと、BX本体で聴くことのでき
るフォーマット(SMFフォーマット0といいます)のファイルに限られます。 

ひとこと 

 前の項で作成した「オーディオデータも使ったデモソング」のウェーブデータは、BX本体には取り
込まれませんので、DAworksを使って作ったソングはウェーブデータを除いた状態、つまり、マイ
ナスワン、カラオケのような状態で保存されていることになります。 

ひとこと 

 ソングファイルをメモリーカードに保存するときは、付属CD-ROMに入っているアプリケーション
ソフト「カードファイラー」を使用して、BXに送信します。 

 また、市販のスマートメディアカードリーダーなどを使用する方法もあります。 

ひとこと 

EOSリアパネル 
カードスロット 

メモリーカードは、この向きに入れてください。 
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EOSリアパネル 
OPTICAL OUTPUT端子 

BXのリアパネルにはOPTICAL OUTPUT端子が装備されています。 
BXの音声信号をデジタルのまま出力、MDやDATなどにデジタル録音
できます。 

デジタルで録音する場合は、お使いのMDレコーダーやDATレコーダー
のデジタル入力端子に、光ケーブルを接続しましょう。 

アナログで録音する場合は、リアパネルのOUTPUT L/MONO端子と
OUTPUT R端子を使い、BXの音声信号をレコーダーに録音します。 
 

さあ、これでマイ・ソングを収録したMDが完成しました！ 
ひとりで楽しむ?それとも大切なかたへのプレゼント? 
素敵な音楽の贈り物で、お友達やおうちのみなさんを驚かせましょう。そ
して、EOS BXの楽しさの輪を、もっと大きく広げてみませんか?

 OPTICAL端子はメーカーによって形が異なりますので、お使いの録音
機器のOPTICAL端子の種類をご確認の上、対応している光ケーブルを
接続してください。 

ひとこと 

 詳しい接続についてDAworksベーシックガイド「接続について」 
 (→P.7)をご参照ください 

ひとこと 
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今や、インターネットやEメールがとても身近になって「100%活用して
いるよ」という方も多いことと思います。音楽情報もネット上にたくさん
あふれていて、世界中のあらゆる情報を家にいながらにしてゲットでき
るようになりました。いろいろな音色や役に立つデータ、1曲まるごとの
ダウンロード、今さら誰にも聞けない・・・と悩んでいる人達にはありがた
い音楽知識、レッスン、コンテスト、着メロの配信、楽譜やグッズなど様々
な音楽に関する物のショッピング・・・あげればキリがないほどです。しか
しその反面、まだなんとなく不安だったり、こんなに当たり前のように会
話されてしまって、まだ見たことない・・・って言えなくなってしまってい
る方も、きっといるはず。 
DAworksの中には、EOS BXの情報満載のサイトへ、いきなり飛び出し
ていける扉が用意されています。 

この他、コンテストに参加したり、楽譜のダウンロードなどもできるヤマ
ハのホームページ「http://www.yamaha.co.jp」もぜひ訪ねてみてく
ださいね！ DAworksを立ち上げましょう。 

お使いのコンピューターのモデムが電話回線と正しく接続されている
ことを確認しましょう。 

ひとこと 

1

お使いのパソコンによって起動するブラウザソフトが違います。 ひとこと 

ツールバーの右端にあるEOSリンクボタンをクリックします。 
インターネットのブラウザソフトが起動し、EOS BXの情報サイ
トへジャンプします。 

2
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EOS BXのサウンドやデモソングをプロデュースしてくださった浅倉大介さんに、

EOS BXの魅力や活用法についてお聞きしました。 

デモソングのファイルを使って、たとえばこんな風に 

「アレンジ」してみましょう。データをほんの少しいじるだけで、 

曲の雰囲気がガラリと変わることに気付くはず。 

• リズムパートやベースパートの一部をミュートしてみる。 

• ソングの長さを増やして、エクステンディッドリミックス。 

• リズムセクションをまったく別のリズム音色にしてみる。 

• コントロールチェンジ（フィルターのカットオフやレゾナンス） 
を多用してみる。 

これで、今日からキミもアレンジャーの仲間入りだ！ 

ボクがプロデュースしたプリセット音色を使って作りました。 

同じ曲の中で融合する、クリアな音とひずんだ音。 

シンセサイザーならではのシーケンスとナチュラルなピアノ。 

エフェクトにディストーション。 

ピッチベンドホイールのレンジを大きくとって、 

波形を大胆に低い音にすることによって生まれるローファイな音。 

ピアノのサウンドにはディレイ効果をシミュレート。 

またオーディオでは、内蔵波形では鳴らせないような 

スピーチシンセサイザーチックな音やループも加えてみました。 

EOS BX＋DAworks＋インターネットという、 

21世紀ならではの音楽制作環境がとうとう実現されました。 

今回、EOS BXに新たに内蔵された波形やプリセット音色は、 

ボクのサウンドをシミュレートしたものがたくさんあるので、 

初心者の方でも「それ風？」な感じの音楽を創れると思います。 

EOS BXならではのコンピューターとの連動で、 

「BX本体の音色＋オーディオ」という環境で、 

創ることのできる音楽が無限大になりました。 

キミの斬新なアイディアやオリジナリティーを 

大切にして欲しいですね。 

また、作った音楽はひとりでこっそり楽しまないで、 

どんどん発表しましょう！ 

ヤマハで行なわれるコンテストに参加するもよし、 

クラブや学園祭に参加するのもよし。 

これからは、インターネットを使ったコミュニケーションを通じて、 

新しい活用のしかたがどんどん広がっていくでしょうね。 

DAworksに付いている「EOSリンクボタン」でEOS BXの情報

サイトに接続して、コンテスト情報やスキルアップの方法を見つ

けていってくださいね。 
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