




このたびはヤマハRM1xをお買いあげいただきまして、まことにありがとうござ
います。

RM1xは、高品位なAWM2音源と本格的なシーケンサー機能を核に、最新のパ
ターンとサウンドを豊富に内蔵した、音楽を編集(リミックス)するためのシーケ
ンサーです。

グルーブ感やサウンドをリアルタイムに操作できる8本のアサイナブルノブをは
じめ、音楽の素材を感覚的に作成、編集、修正できる多くの機能を装備してお
り、リミックスやアレンジ、ダンスミュージックの制作、DJアイテムなど、幅
広い用途でお使いいただけます。

RM1xの優れた機能を使いこなしていただくために、ぜひこの取扱説明書をご活
用いただきますようご案内申し上げます。また、ご一読いただいた後も不明な点
が生じた場合に備えて、大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

ご あ い さ つ

取扱説明書
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安全上のご注意　ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するため
のものです。
注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容
を「警告」と「注意」に区分しています。いずれもお客様の安全や機器の保全に関する重要な内容ですので、必ずお守り
ください。

記号表示について
記号は、危険、警告または注意を示します。
記号は、禁止行為を示します。記号の中に具体的な内容が描かれているものもあります。
記号は、行為を強制したり指示したりすることを示します。記号の中に具体的な内容が描かれているものもあります。

＊お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告　この表示内容を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定されます。

この機器の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造し
たりしない。
感電や火災、または故障など
の原因になります。異常を感
じた場合など、機器の点検修
理は必ずお買い上げの楽器
店または巻末のヤマハ電気
音響製品サービス拠点にご
依頼ください。

浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。ま
た、本体の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。
感電や火災、または故障の原因になります。

電源アダプターコード/プラグがいたんだ場合、または、使用中
に音が出なくなったり異常なにおいや煙が出た場合は、すぐに
電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い
上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠
点に点検をご依頼ください。

電源は必ず交流100Vを使用する。
エアコンの電源など交流200Vのものがあります。誤って接
続すると、感電や火災のおそれがあります。

電源アダプターは、必ず指定のもの(PA-5C)を使用する。
（異なった電源アダプターを使用すると）故障、発熱、発火な
どの原因になります。

手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりをきれい
に拭き取る。
感電やショートのおそれがあります。

電源アダプターコードをストーブなどの熱器具に近づけた
り、無理に曲げたり、傷つけたりしない。また、電源アダプター
コードに重いものをのせない。
電源アダプターコードが破損し、感電や火災の原因になり
ます。

電源プラグを抜くときは、電源アダプターコードを持たずに、
必ず電源プラグを持って引き抜く。
電源アダプターコードが破損して、感電や火災が発生するお
それがあります。

注意　この表示内容を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されます。
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本体を手入れするときは、ベンジンやシンナー、洗剤、化学ぞ
うきんなどは絶対に使用しない。また、本体上にビニール製
品やプラスチック/ゴム製品などを置かない。
本体のパネルや鍵盤が変色/変質する原因になります。お手
入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。

本体の上に乗ったり重いものをのせたりしない。また、ボタン
やスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
本体が破損したり、お客様がけがをしたりする原因になります。

大きな音量で長時間ヘッドフォンを使用しない。
聴覚障害の原因になります。

バックアップバッテリーについて

この機器はバックアップバッテリー(リチウム電池)が内蔵されていま
すので、電源コードがコンセントから外されても、内部のデータは記憶
されています。バックアップバッテリーが消耗すると、LCD画面に
“Backup Battery Low”が表示されます。バックアップバッテリーが
なくなると内部のデータは消えてしまいますので、すぐにデータをフ
ロッピーディスクなどに保存し、お買い上げの楽器店または巻末のヤ
マハ電気音響製品サービス拠点にバックアップバッテリーの交換をお
申し付けください。

バックアップバッテリーは自分で交換しない。
感電や火災、または故障などの原因になります。バックアップ
バッテリーの交換は、必ずお買い上げの楽器店または巻末
のヤマハ電気音響製品サービス拠点にお申し付けください。

バックアップバッテリーを子供の手の届くところに置かない。
お子様が誤ってバックアップバッテリーを飲み込むおそれが
あります。

作成したデータの保存について

作成したデータはこまめにフロッピーディスクに保存する。
作成したデータは、故障や誤操作などのため
に失われることがあります。大切なデータは、
必ずフロッピーディスクに保存することをお
すすめします。

不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかね
ます。また、データが破損したり失われたりした場合の保証
はいたしかねますので、ご了承ください。

使用後は、必ず電源を切りましょう。

タコ足配線をしない。
音質が劣化したり、コンセント部が異
常発熱して発火したりすることがあ
ります。

使用しないときや落雷のおそれがあるときは、必ずコンセン
トから電源プラグを抜く。
感電、ショート、発火などの原因になります。

他の機器と接続する場合は、すべての機器の電源を切った
上で行う。また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機器
のボリュームを最小(0)にする。
感電または機器の損傷のおそれがあります。

直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近くな
ど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いとこ
ろ、またほこりや振動の多いところで使用しない。
本体のパネルが変形したり内部の部品が故障したりする原
因になります。

テレビやラジオ、スピーカーなど他の電気製品の近くで使用
しない。
デジタル回路を多用しているため、テレビやラジオなどに雑
音が生じる場合があります。

不安定な場所に置かない。
機器が転倒して故障したり、お客様がけがをしたりする原因
になります。

本体を移動するときは、必ず電源アダプターコードなどの接
続ケーブルをすべて外した上で行う。
コードをいためたり、お客様が転倒したりするおそれがあり
ます。

DATA
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●ダンスシーンに欠かせない最新の音色を内蔵
最新のトレンドにマッチした654種類の音色と46種類のドラムキットを内蔵。RM1xオリジナルの最新サン
プリング波形を多数内蔵し、ダンスシーンに欠かせない最新の音色を実現しました。

●アナログシンセ感覚でエディット可能
フィルター、EG、ビブラートなど、アナログシンセサイザー感覚のエディットが可能です。充実したエディッ
トパラメーターによりボイスエディットの自由度が広く、分厚くバリエーション豊かなボイスが作成可能で
す。

●最先端のフレーズやパターンを豊富に内蔵
最先端で高品位なプリセットフレーズでプリセットパターンを構成しています。しかも、パターン上でプリ
セットフレーズを組みあわせ、膨大なバリエーションを作り出すことができます。

●アルペジオ機能を装備
5種類のタイプを持つアルペジオ機能を搭載。特にダンス系やテクノ系の音楽には効果的です。アルペジオに
よるフレーズをシーケンサーに録音したり、外部へMIDI出力することも可能です。

●強力なシーケンサー機能
プロスペックのシーケンサー機能を内蔵。しかも、ノートデータをピッチベンドに置き換えるグライド、スネ
アのロールを作成するクリエートロール、ドラムの演奏をインストごとに別トラックに分けるディバイドト
ラックなどの強力なジョブコマンドや、ドラムパートの入力に最適なグリッドステップレコーディングなどの
新機能を搭載し、パフォーマンスが大幅にアップしています。

●大型画面とファンクションボタン、ダイアル1～4によるイージーオペレーション
320×240ドットのフルグラフィックスタイプの大型液晶ディスプレイとファンクションボタン、ダイアル
1～4を搭載したことにより、多くの情報を確認しながら効率的に操作ができます。

●アンドゥー/リドゥー機能を装備
RM1xでは、ジョブとしてアンドゥー/リドゥー機能を装備。レコーディング、エディット、ジョブの実行な
どで大切なデータが消えてしまった場合でも、直前の操作を取り消すことができます。

●SMFを切り分けてフレーズを作成できるスプリット機能
既存のSMFデータから次々とパターンを切り分けられるスプリット機能を搭載。リミックスのための素材を手
軽に準備することができます。

●リアルタイム中心に考えられた操作性
あるパートの音を消すミュートや、再生中のパターンを転調させるトランスポーズ、セクションやトラックの
変更など、いずれもキーボードモードボタンとキーボードパッドの組み合わせで操作可能。感覚的な楽曲制作
と、ライブパフォーマンスの向上を実現しました。

●8本のアサイナブルノブを装備
8本のアサイナブルノブには、プレイエフェクトやボイスエディットのパラメーターがデフォルトでアサイン
されているほか、任意のコントロールチェンジナンバーを割り当てることも可能。ライブ演奏中にリアルタイ
ムでレゾナンスを変化させたり、音楽制作でノブを利用したり、使い方はさまざまです。

●重低音を再現するローブースト、オクターブ機能
低い周波数の音をブーストするローブースト機能や、指定したオクターブの音を原音に付加するオクターブ機
能によって、重低音を強調した迫力のサウンドを再現できます。

RM1xの特長

RM1xの特長
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取扱説明書の使い方

取扱説明書の使い方

表記について

本書では以下の項目に分けて説明しています。各項目の意味をよくご理解のうえお読みください。

【設定値】 その機能で設定できる値の範囲を示します。
 その機能に関する補足説明および応用例やヒントを説明します。
 注意事項を示します。大切なデータが消えたり破損したりしないよう、必ずお読みください。

●ボタン名は[PATTERN]のように[　]で囲んで表記します。
●[NO -1]/[YES +1]などは、どちらかのボタンを押すことを表しています。
●[SHIFT]+[TRACK]などは、[SHIFT]ボタンを押しながら[TRACK]ボタンを押すことを表しています。
●文中の(P.●●)は参照ページを表しています。
●ランプの消灯/点灯/点滅の状態は、下記のように表記します。

同梱品

RM1xのパッケージには以下のものが含まれています。

●RM1x本体
●電源アダプターPA-5C
●フロッピーディスク(デモンストレーション)
●取扱説明書

消灯 点灯 点滅

・ 本機の画面に表示する文字は、シンセサイザーやシーケンサーの用語を略英文字で表示します。
しかし各単語は業界用語としてかなりむずかしいものです。
本書では、その表示文字を発音も考慮したカタカナ完全用語で記載しました。
シンセサイザーやシーケンサーの操作習得にお役立てください。

・ この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって実際の仕様と異なる
場合があります。

・「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。

取扱説明書は、次の2冊で構成されています。各取扱説明書の役割をご理解いただいた上で、上手にお使いください。

取扱説明書(本書)
この取扱説明書は大きくベーシック編、リファレンス編、付録編の3つに分かれています。また、随所に補足説明(  や  )を
つけたり、知りたい項目をすぐに探し出せるよう参照ページを設けてあります。必要に応じてご覧ください。

●ベーシック編
最初にRM1xの構成や用語を解説し、ボイスの選択やパターンやソングの演奏に関するいくつかの機能を説明しています。その後、RM1x
でのレコーディング操作やさまざまな機能の使い方などを解説しています。

●リファレンス編
各機能の操作方法について詳しく説明しています。わからないところや調べたい機能を辞書を引くようにしてお使いいただけます。調べ
たい言葉や機能を探すとき、目次(P.8)や索引(P.175)をお使いになると便利です。

リストブック
ボイスリスト、スタイルリスト、エフェクトリスト、MIDIデータフォーマットなどの資料をまとめた小冊子です。
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目次

目次

ベーシック編

1. デモソングを聴こう ......................................................................................................................................... 20
デモソングを読み込もう .................................................................................................................. 20
デモソングを聴いてみよう .............................................................................................................. 20

2. パターンを選んで再生する .............................................................................................................................. 21
3. 音の明るさを変える(カットオフノブ、レゾナンスノブ) ............................................................................ 22
4. エフェクトの深さを調節する(バリエーションノブ、コーラスノブ、リバーブノブ) .............................. 23
5. 音に厚みをつけよう(オクターバーノブ、ハーモナイズ1/2ノブ) ............................................................. 24

6. 低音を強調する(ローブースト) ....................................................................................................................... 24
7. 楽器編成を変更する(ミュート、ソロ) ........................................................................................................... 25

トラックをミュートしよう .............................................................................................................. 25
ミュートの状態をミュートメモリーに保存しよう ....................................................................... 25
トラックをソロにしよう .................................................................................................................. 25

8. パターンを移調する(トランスポーズ) ........................................................................................................... 26
9. トラックごとの楽器や音量バランスを変更する(ボイス) ............................................................................ 26
10. アルペジオ演奏をする ...................................................................................................................................... 27
11. パターンを作り替える(パッチ) ....................................................................................................................... 28

フレーズを変更する.......................................................................................................................... 28
空のトラックに新たなフレーズを挿入する ................................................................................... 28
もとになるプリセットパターンをコピーする ............................................................................... 29

これが RM1xだ!!(各部の名称と機能) ................................................................................................................... 12
ご使用前の準備 .......................................................................................................................................................... 16

電源アダプターの接続...................................................................................................................... 16
オーディオ機器との接続 .................................................................................................................. 16
フットスイッチの接続...................................................................................................................... 17
外部MIDI機器との接続..................................................................................................................... 17
電源を入れる/切る............................................................................................................................ 18

工場出荷時の状態に戻す .......................................................................................................................................... 18

楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。隣近所への配慮を充分にい

たしましょう。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わり

やすく、思わぬところで迷惑をかけてしまうことがあります。夜間の演奏には特に気を

配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドフォンをご使用になるのも一つの方法です。お互

いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

音楽を楽しむエチケット

音のエチケット�

これは日本電子工業会
「音のエチケット」キャン
ペーンのマークです。

●ヘッドフォンをご使用になる場合には、耳をあまり刺激しないように適度な音量でお楽しみください。
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これが RM1xだ!!(各部の名称と機能)

トップパネル

q MIDI IN/OUTランプ
MIDI端子でMIDIデータを送受信したとき、対応したランプが点滅し
ます。MIDIデータの送受信を確認することができます。

w LEDディスプレイ
BPM(テンポ)、またはメジャー(小節)を表示します。ノブを操作し
たときはノブの設定値を表示します。
BPMとメジャーの切り替えは、ユーティリティモードのシステム
ページで行います(P.145)。

e VOLUME(ボリューム)
ボリュームを調節します。右に回すほど音が大きくなります。

r ディスプレイ
RM1xを操作するときに必要な情報を表示するバックライト付液晶
ディスプレイです。

t [ダイアル1]～[ダイアル4]
ディスプレイの下の部分に表示される設定を変更するためのダイア
ルです。左側から[ダイアル1]、[ダイアル2]、[ダイアル3]、[ダイア
ル4]と4本のダイアルがあります。

y [F1]～[F4](ファンクション1～4)ボタン
ディスプレイの下の部分に表示されるメニューを選択して、機能を
選んだり画面を切り替えたりします。ファンクションボタンに機能
が割り当てられると、ボタンの左側のLEDが点灯します。

u シーケンサーボタン
パターン、ソングの再生や録音を行うときに使います。テープレ
コーダーと同じ感覚で使うことができます。

これが RM1xだ!!(各部の名称と機能)

162.0

[●](REC)(レコード)
フレーズやソングをレコーディングするページに切り替えます。
ボタンを押してレコーディング状態に切り替えると、ボタンの上
のLEDが点灯します。

[p](トップ)
パターンやソングの先頭小節まで戻します。

[■](STOP)(ストップ)
パターンやソングの再生やレコーディングを止めます。

[>](PLAY)(プレイ)
パターンやソングを再生したり、フレーズやソングのレコーディ
ングを開始したりします。再生やレコーディングを開始すると、
ボタンの上のLEDがテンポに合わせて点滅(ステップレコーディ
ングでは点灯)します。
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[r](リワインド)
パターンやソングの再生位置を1小節ずつ戻します。ボタンを押
し続けると連続して戻ります。

[f](フォワード)
パターンやソングの再生位置を1小節ずつ進めます。ボタンを押
し続けると連続して進みます。

i アサイナブルノブ(P.75)
割り当てられているパラメーターの設定値を連続的に増減すること
で、選択されているトラックの演奏や音色を自由に変化させること
ができます。初期状態では、PLAY FX(プレイエフェクト)の4本の
ノブにはプレイエフェクトのパラメーターが、VOICE(ボイス)の4本
のノブにはボイスのパラメーターが、それぞれA、Bの2種類ずつ割
り当てられており、[KNOB]ボタンでA、Bを切り替えることで合計
16種類のパラメーターを操作することができます。

o [KNOB](ノブ)ボタン
アサイナブルノブに割り当てられているA、Bの2種類のパラメー
ターを切り替えます。LEDが点灯しているときにAが、消灯してい
るときにBが選択されます。

!0 モードボタン
モードを切り替えます。選択したモードボタンの上のLEDが点灯し
ます。

[PLAY FX](プレイエフェクト)ボタン
プレイエフェクトに切り替えます。ボタンを押すとページが切り
替わります。

[MIDI DELAY](ミディディレイ)ボタン
MIDIディレイに切り替えます。ボタンを押すとページが切り替
わります。

[ARPEGGIO](アルペジオ)ボタン
アルペジオに切り替えます。

[VOICE](ボイス)ボタン
ボイスに切り替えます。ボタンを押すとページが切り替わりま
す。

[VOICE EDIT](ボイスエディット)ボタン
ボイスエディットに切り替えます。ボタンを押すとページが切り
替わります。

[EFFECT](エフェクト)ボタン
エフェクトに切り替えます。ボタンを押すとページが切り替わり
ます。

[SETUP](セットアップ)ボタン
セットアップに切り替えます。ボタンを押すとページが切り替わ
ります。

[DISK](ディスク)ボタン
ディスクに切り替えます。ボタンを押すとページが切り替わりま
す。

[JOB](ジョブ)ボタン
パターンジョブ、パターンチェインジョブ、ソングジョブに切り
替えます．

[EDIT](エディット)ボタン
フレーズエディット、ソングエディットに切り替えます。ボタン
を押すとページが切り替わります。

[SPLIT](スプリット)ボタン
スプリットに切り替えます。

!2 DISPLAY(ディスプレイ)ボタン
ディスプレイの左右の端に→が表示されているページにおいて、さ
らにページを切り替えます。たとえばエフェクトの2～4ページなど
では、このボタンを使ってページを切り替えることができます。

!3 [EXIT](エグジット)ボタン
サブモードのページを切り替えたり、サブモードなどから上の階層
に戻ったりします。

!4 [NO -1]ボタン、[YES +1]ボタン
数値を増加や減少したり、オン/オフを切り替えたりします。「Are
you sure?」などのメッセージに対してYES/NOで答えるときにも
使います。

!5 CURSOR(カーソル)ボタン
ディスプレイ内でカーソルを移動します。

!6 [SHIFT](シフト)ボタン
他のボタンと組み合わせて使います。

これが RM1xだ!!(各部の名称と機能)

[PATTERN](パターン)ボタン(P.45)
パターンモードに切り替えます。ボタンを押すたびに、パターン
プレイページとパッチフレーズページが交互に切り替わります。

[PATT CHAIN](パターンチェイン)(P.101)
パターンチェインモードに切り替えます。

[SONG](ソング)(P.111)
ソングモードに切り替えます。

[UTILITY](ユーティリティ)(P.149)
ユーティリティモードに切り替えます。ユーティリティモードに
切り替わった後、さらにボタンを押すとページが切り替わりま
す。

!1 サブモード選択ボタン
各モードの中に含まれるサブモードを切り替えます。複数のページ
で構成されるサブモードの場合、ボタンを押すごとにページが切り
替わります。

[GROOVE](グルーブ)ボタン
グルーブクオンタイズに切り替えます。
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!7 キーボードモードボタン
キーボードパッドの白鍵を使って、トラック選択やトランスポー
ズ、トラックミュートなどの操作を行うためのボタンです。

!8 [ARPEGGIO ON](アルペジオオン)ボタン(P.27)
アルペジオ機能(分散和音を自動演奏する機能)のオン/オフを切り替
えます。[ARPEGGIO ON]を押してボタンの上のLEDを点灯させる
とアルペジオ機能がオンになり、キーボードパッドで押さえた鍵盤
の音が分散和音として自動演奏されます。もう一度[ARPEGGIO
ON]を押してLEDを消灯させると、アルペジオ機能はオフになりま
す。

!9 オクターブボタン
キーボードパッドの音程を1オクターブ単位で変更します。[OCT
DOWN]と[OCT UP]を同時に押すと、元の音程に戻ります。現在の
オクターブの状態は、ディスプレイに表示されます。(P.49)

@0 キーボードパッド
演奏を入力するときに鍵盤として使うほか、キーボードモードボタ
ンと組み合わせてトラック選択やトランスポーズ、トラックミュー
トなどの操作を行います。通常は、6の鍵盤がC3(ド)になります。
ベロシティやアフタータッチには対応していません。

@1 [TAP](タップ)ボタン
ボタンをたたくタイミングでテンポを設定します。また、[NUM]ボ
タンと組み合わせることで、キーボードパッドをテンキーとして使
用する際のENTER(エンター)ボタン(入力した数字を確定するボタ
ン)として働きます。

これが RM1xだ!!(各部の名称と機能)

[TRACK](トラック)ボタン(P.43)
キーボードパッドと組み合わせてトラックを選択します。このボ
タンを押しながらキーボードパッドの白鍵を押してトラックを選
択します。またボタンを押している間は、キーボードパッドの白
鍵のうち、現在選択されているトラックに対応する白鍵の上の
LEDが点滅します。

[TRANSPOSE](トランスポーズ)ボタン(P.26)
キーボードパッドと組み合わせて移調を設定します。このボタン
を押しながらキーボードパッドの白鍵を押すと、8の鍵盤(ミ)を
中心にしたトランスポーズが設定できます。ボタンを押している
間は、中心となる8の鍵盤のLEDが点灯し、トランスポーズが設
定された鍵盤のLEDが点滅します。また、[TRANSPOSE]を押
しながら[OCT DOWN]/[OCT UP]ボタンを押して、中心とな
る鍵盤を最大2オクターブ上下に移動することで、-36～+36ま
でのトランスポーズを設定することができます。

[NUM](ナム)ボタン(P.42)
キーボードパッドと組み合わせて数値を入力します。このボタン
を押しながらキーボードパッドの白鍵を押すと、0～9とA～Fが
入力できます。このボタンを押しながら[TAP]を押すと、入力し
た数字が確定されます。

[MUTE］(ミュート)ボタン(P.25)
トラックのミュート(発音を止める状態)やソロ(あるトラックだ
けが発音する状態)の設定を行います。
ミュートを設定するには［MUTE］を、ソロを設定するには
［SHIFT］を押しながら［MUTE］を押してLEDを点滅させます。
すると、キーボードパッドの白鍵のうち、データの入っているト
ラックに対応した鍵盤のLEDが点灯するので、その鍵盤を押す
とLEDが点滅状態になり、そのトラックがミュートまたはソロ
に設定されます。同じ鍵盤をもう一度押すと、ミュートが解除さ
れます。［MUTE］を押してLEDを消灯すると、ソロが解除され
ます。

[SECTION](セクション)ボタン(P.21)
パターンモードやパターンチェインモードにおいて、選択したス
タイルの中のセクションを切り替えます。[SECTION]を押して
ボタンの上のLEDを点滅状態にすると、演奏可能なセクション
に対応した白鍵のLEDが点灯します。ここで、切り替えたいセ
クションに対応した白鍵を押すと、セクションが選択され、その
白鍵のLEDが点滅します。
このとき、すべての白鍵のLEDが点灯し、選択されているセク
ションに対応した鍵盤の上のLEDだけが点滅します。切り替え
たいセクションに対応した白鍵を押すと、その鍵盤のLEDが点
滅状態になりセクションが切り替わります。
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フロッピーディスクドライブ

e 電源コードフック
ここに、電源アダプターのコードを図のようにセットします。コー
ドをフックにはめてからDC IN端子に接続してください。誤って
コードをひっかけた場合に抜けにくくなります。

これが RM1xだ!!(各部の名称と機能)

q STANDBY/ON(スタンバイ/オン)スイッチ
電源のオン/オフ(スタンバイ)をします。ボタンを奥に押し込むごと
に電源のオン/オフ(スタンバイ)が切り替わります。押し込んだ状態
で電源がオンになります。

w DC IN(ディーシーイン)端子
付属の電源アダプターPA-5Cを接続する端子です。

電源アダプターを接続する場合は必ず本体の電源がオフ
(スタンバイ)になっていることを確認し、電源アダプ
ターをDC IN端子につないでから電源コンセントに接続
してください。

電源アダプターは必ず付属のPA-5Cをお使いください。電圧や極性
の違う電源アダプターを使用すると故障の原因となります。また、
長時間ご使用にならない場合は必ずコンセントから外してくださ
い。

e イジェクトボタン
フロッピーディスクを取り出すときに押すボタンです。ディスクの
出し入れはユーズランプが消えているときにゆっくり確実に行って
ください。

フロッピーディスク裏面には、下図のようなライトプロ
テクトタブがついています。このタブを下方向(窓が開い
た状態)にずらしておくと、データの変更や追加、削除な
どができなくなります。大切なデータを保存した場合な
どは、この状態にしておくことをおすすめします。

リアパネル

q フロッピーディスク挿入口
フロッピーディスクを入れる部分です。フロッピーディスクは3.5イ
ンチ2HD(MF2HD)または2DD(MF2DD)のタイプが使えます。
(P.76)

w ユーズランプ
フロッピーディスクにデータを読み書きしているときに点灯しま
す。ランプが点灯しているときは絶対にディスクを取り出さないで
ください。 誤った使用方法によるデータの破損については、保証い

たしかねます。ご了承ください。

ライトプロテクトタブ

記録可

記録不可
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r PHONES(ヘッドフォン)端子
ヘッドフォン(ステレオ標準プラグ)を接続します。ヘッドフォンの音
量はボリュームで調節します。

t OUTPUT L/MONO-R(アウトプット左/モノラル、右)
端子

オーディオ信号を出力する端子(標準ジャック)です。

y FOOT SW(フットスイッチ)端子
別売のフットスイッチ(FC4またはFC5)を接続します。接続した
フットスイッチは演奏中にサステインペダルやスタート/ストップ、
セクションの切替えスイッチとして使うことができます。

これが RM1xだ!!(各部の名称と機能)/ご使用前の準備

u CONTRAST(コントラスト)つまみ
ディスプレイのコントラストを調節します。

i MIDI IN/OUT(ミディイン/アウト)端子
MIDI IN端子は外部MIDI機器から送信されるMIDIメッセージを受信
します。外部MIDI機器からRM1xをコントロールしたり、外部MIDI
機器の演奏をRM1xで録音したりすることができます。
MIDI OUT端子はRM1xの演奏情報やボタンやノブなどの操作情報
をMIDIメッセージとして送信します。RM1xで他のMIDI機器を鳴ら
すなど、外部MIDI機器をコントロールすることができます。

ここでは、電源の準備やオーディオ機器との接続など、RM1xをご使用いただく前の準備について説明します。

ご使用前の準備

電源アダプターの接続

1. 本体の電源スイッチが切れている(スタンバイになっている)こと
を確認し、同梱の電源アダプター(PA-5C)を本体リアパネルの
フックにはめてからDC IN端子に接続してください。

オーディオ機器との接続

RM1xにはアンプやスピーカーは内蔵されていません。音を出すた
めには、ヘッドフォンやアンプ内蔵スピーカーなどと接続してくだ
さい。

■ヘッドフォンで音を聴くには
ヘッドフォンを使うとRM1xの音を手軽に聴くことができます。
ヘッドフォンのプラグをリアパネルのPHONES端子に接続します。
ヘッドフォンをご使用になる場合は、ボリュームで音量を適度に調
節し、耳をあまり刺激しないような音量でお楽しみください。ヘッ
ドフォンを接続した場合でも、リアパネルのOUTPUT端子からは音
が出ます。

2. 電源アダプターをコンセント
につないでください。

■スピーカーから音を出すには
リアパネルのOUTPUT端子をアンプ内蔵スピーカー(ヤマハCBX-
S3など)やオーディオ装置などに接続します。RM1xのOUTPUT端
子は標準ジャックです。接続する機器にあったケーブルをご用意く
ださい。

■ミキサーとの接続
リアパネルのOUTPUT端子をミキサーの2つのチャンネルに接続し
ます。OUTPUT L/MONOを接続したチャンネルのパンは左に、R
を接続したチャンネルのパンは右に設定します。
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ご使用前の準備

フットスイッチの接続

RM1xに別売のフットスイッチ(FC4、FC5)を接続することによっ
て、より表現力豊かな演奏ができるようになります。フットスイッ
チの接続プラグを、リアパネルのフットスイッチ端子に接続しま
す。
フットスイッチFC4やFC5は、ユーティリティモードのシステム
(P.144)で設定されたスイッチとして働きます。

外部MIDI機器との接続

■サンプラーとの接続
RM1xのパターンを使って、ヤマハA3000をはじめとするサンプ
ラーを演奏することができます。リアパネルのMIDI OUT端子と、
サンプラーのMIDI IN端子をMIDIケーブルで接続します。

RM1xのOUTPUT端子と、アンプやカセットデッキなど
のマイク入力端子とを接続しないようにしてください。
マイク入力端子に接続すると、音が劣化したり、その機
器が破損する場合があります。また、ミキサーに接続す
る場合は、ミキサーのチャンネルをライン入力の状態に
設定してください。

■MIDIキーボードとの接続
MIDIキーボードを使うとリアルタイムレコーディングでの演奏の録
音が容易になります。
リアパネルのMIDI IN端子と、外部MIDIキーボードのMIDI OUT端
子をMIDIケーブルで接続します。

■MTR(マルチトラックレコーダー)との接続
RM1xはMTC(MIDIタイムコード)やMMC(MIDIマシーンコントロー
ル)に対応しているため、MTCやMMCに対応したマルチトラックレ
コーダーと同期を取りながら音楽制作作業を行うことができます。
RM1xはMTCを出力しないので、MTCで同期をとる場合はヤマハ
MD8などのようにMTCを出力する機器が必要です。この場合、
RM1xのMIDI IN端子と、外部機器のMIDI OUT端子をMIDIケーブ
ルで接続します。MTCの信号は外部機器からRM1xに送られ、
RM1xが外部機器のクロックに同期します。
MMC対応の外部機器のスタート/ストップ、早送り/巻き戻しなどを
リモートで操作するためには、RM1xのMIDI OUT端子と外部機器
のMIDI IN端子をMIDIケーブルで接続します。MMCの信号がRM1x
から外部機器に送られ、RM1xで外部機器をリモート操作すること
ができます。
この場合、ユーティリティモードのMIDIの画面で、MIDIシンクを
「MTC」に設定してください。（P.146）

MIDI IN

●RM1xが外部機器からのMTCにより同期する場合

●RM1xがMMCで外部機器コントロールする場合

MIDI
OUT

MIDI
IN

MIDI
IN

MIDI
OUT

MIDI OUT
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4. ディスプレイが見えにくい場合は、コントラストを調節してくだ
さい。

工場出荷時の状態に戻す

ご使用前の準備/工場出荷時の状態に戻す

電源を入れる/切る

1. RM1xと周辺機器が正しく接続されていることを確認してくださ
い。また、オーディオ装置のボリュームを下げてください。

2. 周辺機器に続いて、RM1xのSTANDBY/ON(スタンバイ/オン)
スイッチを押してください。

3. オーディオ装置の電源を入れ、RM1xのボリュームとオーディオ
装置のボリュームを最適な位置に調節してください。

音量を調節するには、プリセットパターンを再生(P.21)
しながら行うと便利です。

5. RM1xの電源スイッチを切るときは、オーディオ装置の電源を切
るかボリュームを下げてから切ります。

RM1xはセットアップや演奏データを保存するために
バックアップバッテリーを内蔵しています。バックアッ
プバッテリーが少なくなってくると「Battery Low!」と表
示され、さらにバッテリーの寿命がくると内部データは
消えてしまいます。「Battery Low!」表示が出たら、大切
なデータはフロッピーディスクに保存し、お買い上げ楽
器店、または巻末に記載のヤマハ電気音響製品サービス
拠点に早めにバッテリーの交換をお申し付けください。

スイッチがSTANDBYの状態でも微電流が流れています。
RM1xを長時間使用しないときは必ず電源アダプターを抜
いてください。

濃い 淡い

RM1xを工場出荷時の状態に戻す手順です。初期状態から操作をしたい場合などに便利です。

工場出荷状態に戻す操作を行うと、せっかく作った大切なデータがすべて消えてしまいます。消えては困るデータが本体内に入っ
ているときは、一度フロッピーディスクに保存してからこの操作を行ってください。

【手順】
1. 電源をオフにします。

2. [OCT DOWN]と[OCT UP]、そして[OCT UP]のすぐ右にある
黒鍵(F#/Gb)の、合計3つのボタンを押しながら、電源スイッチ
を入れます。

押しながら
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1. デモソングを聴こう

はじめに、RM1xの機能をフルに活かしたデモソングを聴いてみましょう。

デモソングを読み込もう

1. 同梱のフロッピーディスクをRM1xのフロッピーディスク挿入口
に、ラベル面を上にして「カチッ」と音がするまで挿入します。

1. デモソングを聴こう

デモソングを聴いてみよう

7. [EXIT]を押してソングプレイに戻ります。

2. [SONG]を押してソングモードに入ります。

3. [DISK]を続けて2回押し、ディスクロードページを表示させま
す。

4. [ダイアル1]を操作して、ファイルタイプをSONGに設定しま
す。ディスクファイル欄にファイル名が表示されます。
また[ダイアル4]を操作して、ロード先のソングナンバーを選択
します。

5. [ダイアル2]を操作してカーソルを「DEMO1.RIS」に移動し[F1]
を押します。手順4で選んだソングにすでにデータが録音されて
いる場合、「Are You Sure?(Yes/No)」と表示され、データを
ロードしてもいいかどうかをたずねてきます。

本体メモリーに入っているデータを消したくない場合は、ロード
先のソングナンバーを変えるか、[NO -1]を押してロードを中止
して、データをいったん他のディスクにセーブ(書き込み)してか
ら、もう一度ロードの操作を行ってください。(P.78)

6. [YES +1]を押すと「Executing」と表示されロードが実行されま
す。「Executing」の表示が消えるとロードの完了です。

8. [ダイアル1]を操作して再生するソング(手順4の[ダイアル4]で
選択したソングナンバー)を選択します。

9. [PLAY]を押すとデモ演奏が始まります。
ボリュームで聴きやすい音量に調整してください。
[STOP]を押すと演奏が止まります。
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2. パターンを選んで再生する

2. パターンを選んで再生する

RM1xには、プリセットパターンとして960種類もの演奏パターンが内蔵されています。パターンを次々と切り替えていくだけで、

バラエティに富んだ演奏を楽しむことができます。実際にパターンを聴いてみましょう。

1. [PATTERN]を何度か押してパターンプレイページを表示させま
す。

スタイルとセクションを切り替えて、いろいろなパターンを聴い
てみましょう。

[SECTION]の上のLEDが点滅している間は、キーボード
パッドの白鍵の上のLEDが点灯または点滅します。この
LEDはトラックの次の状態を表しています。
・点灯…対応するセクションに演奏データが入っていま

す。
・点滅…対応するセクションが選択されています。
・消灯…対応するセクションに演奏データが入っていま

せん。

5. [STOP]を押すと、パターンの演奏が止まります。

2. [ダイアル1]でスタイルを選びます。
ディスプレイには現在選ばれているスタイルのナンバー、ネーム
が表示されます。

プリセットスタイルとして、さまざまなジャンルのパターンが内
蔵されています。
各スタイルについては詳しくはプリセットスタイルリスト(リス
トブック)をご覧ください。
U01～U50はユーザースタイルです。録音(P.52)することによ
り自由にパターンを作ることができます。

3. [PLAY]を押すと、パターンの再生が始まります。

4. [SECTION]を押してLEDを点滅させ、キーボードパッドの白鍵
でA～Pの16種類のセクションを切り替えます。
セクションを切り替えたと同時に再生されるパターンが変更され
るので、1拍ごとにセクションを切り替えるなど、バラエティに
富んだ演奏が可能です。

パターンの仕組みについて詳しく知りたいときは、「リ
ファレンス編 第1章 基礎知識」(P.31)をご覧ください。
パターンプレイの操作について詳しく知りたいときは、
「リファレンス編 第2章 パターンモード」(P.45)をご覧く
ださい。

スタイルネーム セクション

スタイル
ナンバー
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3. 音の明るさを変える(カットオフノブ、レゾナンスノブ)

アサイナブルノブを操作して、パターンを再生しながら音色を変化させてみましょう。

1. プリセットスタイルP01、セクションCを選んで再生します
(P.21)。

2. [TRACK]を押しながらキーボードパッドのTRACK9の白鍵を押
します。鍵盤の上のLEDが点滅し、9トラックが選択された状態
になります。

3. 音の明るさを変える(カットオフノブ、レゾナンスノブ)

4. カットオフノブを回すと、音の明るさが変わります。
ノブを左に回すとこもった音になり、右に回すと明るい音になり
ます。
設定値は、ノブを操作している間だけ、LEDディスプレイに表
示されます。

[TRACK]を押している間だけ、キーボードパッドの白鍵
の上のLEDが点灯または点滅します。このLEDはトラッ
クの次の状態を表しています。
・点灯…対応するトラックにデータが入っています。
・点滅…対応するトラックが選択されています。
・消灯…対応するトラックにデータが入っていません。

3. [KNOB]を押してLEDを点灯します。
[KNOB]は、アサイナブルノブの2つの機能(A、B)を切り替えま
す。
・LEDが点灯しているときは、Aの機能が有効になります。
・LEDが消灯しているときは、Bの機能が有効になります。

レゾナンスについては、P.70をご覧ください。

6. レゾナンスノブを図の位置にしてから、ベースの演奏に合わせて
カットオフノブを回してみましょう。

ベースがアナログシンセっぽい「ミャウミャウ」といった音色に変
化します。
他のトラックの音色も変化させてみましょう。

アサイナブルノブを操作しても効果が確認できない場合は、ソロ
(P.25)を使って操作しているトラックの演奏だけを再生しましょ
う。
�

カットオフについては、P.70をご覧ください。

5. レゾナンスノブを回すと、クセのある特徴的な音になります。
ノブを左に回すとおとなしい音になり、右に回すとクセのある特
徴的な音になります。
設定値は、ノブを操作している間だけ、LEDディスプレイに表
示されます。

[KNOB]のLED
が点灯してい
るとき

[KNOB]のLED
が消灯してい
るとき

←
←

点灯→

押しながら
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4. エフェクトの深さを調節する(バリエーションノブ、コーラスノブ、リバーブノブ)

アサイナブルノブを操作して、3系統のエフェクトのトラックごとの効果の深さを調節してみましょう。

1. プリセットスタイルP01、セクションCを選んで再生します
(P.21)。

2. トラック1を選択します(P.43)。
トラック1のエフェクトの深さが変化する状態になります。

3. [KNOB]を押してLEDを消灯します。
アサイナブルノブのBの機能が有効になります。

4. エフェクトの深さを調節する(バリエーションノブ、コーラスノブ、リバーブノブ)

4. リバーブノブを回して、リバーブの深さを調節します。
ノブを右に回すと残響音が深くなり、左に回すと浅くなります。
設定値は、リバーブノブを操作している間だけ、LEDディスプ
レイに表示されます。

リバーブについて詳しく知りたいときは、「リファレン
ス編 第1章 基礎知識 2. RM1xの内部構成―エフェクト
部」(P.39)および「リファレンス編 第2章 パターンモード
10. 音に効果をつける(エフェクト)」(P.70)をご覧くださ
い。

5. コーラスノブを回して、コーラスの深さを調節します。
ノブを右に回すと音のうねりや拡がり感が深くなり、左に回すと
浅くなります。
設定値は、コーラスノブを操作している間だけ、LEDディスプ
レイに表示されます。

コーラスについて詳しく知りたいときは、「リファレン
ス編 第1章 基礎知識 2. RM1xの内部構成―エフェクト
部」(P.39)および「リファレンス編 第2章 パターンモード
10. 音に効果をつける(エフェクト)」(P.70)をご覧くださ
い。

6. バリエーションノブを回して、バリエーションエフェクトの深さ
を調節します。
ノブを右に回すとバリエーションエフェクトの効果が深くなり、
左に回すと浅くなります。
設定値は、バリエーションノブを操作している間だけ、LED
ディスプレイに表示されます。

バリエーションエフェクトの効果は、選択しているパ
ターンによって大きく異なります。また、バリエーショ
ンコネクトがインサーションに設定されている場合は、
バリエーションノブを操作してもエフェクトの深さは変
化しません。バリエーションエフェクトについて詳しく
知りたいときは、「リファレンス編 第1章 基礎知識 2.
RM1xの内部構成―エフェクト部」(P.39)および「リファレ
ンス編 第2章 パターンモード 10. 音に効果をつける(エ
フェクト)」(P.70)をご覧ください。

アサイナブルノブを操作しても効果が確認できない場合は、ソロ
(P.25)を使って操作しているトラックの演奏だけを再生しましょ
う。

消灯→
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5. 音に厚みをつけよう(オクターバーノブ、ハーモナイズ1/2ノブ)

アサイナブルノブを操作して、パターンを再生しながら音に厚みをつけてみましょう。

1. プリセットスタイルP01、セクションAを選んで再生します
(P.21)。

2. トラック10を選択します(P.43)。
トラック10が変化する状態になります。

3. [KNOB]を押してLEDを消灯します。
アサイナブルノブのBの機能が有効になります。

1. プリセットスタイル、セクションを選んで再生します(P.21)。

2. [SETUP]を押して、ローブーストページを表示させます。

6. 低音を強調する(ローブースト)

ローブーストを使って、低音を強調してみましょう。

5. 音に厚みをつけよう(オクターバーノブ、ハーモナイズ1/2ノブ)/6. 低音を強調する(ローブースト)

4. オクターバーノブを回して、LEDディスプレイの値を-02に設定
します。
元の演奏に2オクターブ下の演奏が加わって音が厚くなりまし
た。
オクターバーは、-04(4オクターブ下)～+04(4オクターブ上)
の範囲で設定できます。

オクターバーについて詳しく知りたいときは、「リファ
レンス編 第2章 パターンモード 5. パターンを間接的に
修正する(プレイエフェクト)」(P.60)をご覧ください。

5. ハーモナイズ1ノブを回して、LEDディスプレイの値を+36に
設定します。
元の演奏に36半音分だけ移調した演奏が加わって、音が厚くな
りました。
ハーモナイズは、半音単位で-36(3オクターブ下)～+36(3オク
ターブ上)の範囲で設定できます。

消灯→

4. [ダイアル4]を回して、低音の音量を調節します。
数値が大きくなるほど低音が強調されます。
値が0より小さくなると、低音がカットされます。

[ダイアル4]で低音の音量を持ち上げてから、[ダイアル3]
を回してパターンに合った周波数を探すという方法もあ
ります。ローブーストについてはP.74をご覧ください。

�

3. [ダイアル3]を回して、強調する周波数を50～315Hzに設定し
ます。

一般的に、50～160Hzを低音域、160～320Hzを中低音
域と呼びます。

6. ハーモナイズ2ノブを回して、元の演奏に移調した演奏をもう1
つ加えましょう。

ハーモナイズについて詳しく知りたいときは、「リファ
レンス編 第2章 パターンモード 5. パターンを間接的に
修正する(プレイエフェクト)」(P.60)をご覧ください。

アサイナブルノブを操作しても効果が確認できない場合は、ソロ
(P.25)を使って操作しているトラックの演奏だけを再生しましょ
う。
�
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7. 楽器編成を変更する(ミュート、ソロ)

7. 楽器編成を変更する(ミュート、ソロ)

トラックをミュートして楽器編成を変更すると、同じパターンが違った演奏に聴こえ、1つのパターンからいくつものバリエーショ

ンパターンを作り出すことができます。

トラックをミュートしよう

1. プリセットスタイルP01、セクションAを選んで再生します
(P.21)。

2. [MUTE]を押してLEDを点滅させてからキーボードパッドの
TRACK10の白鍵を押します。鍵盤の上のLEDが点滅し、10ト
ラックがミュートの状態になります。

ミュートの状態をミュートメモリーに保存しよう

ミュートメモリー使うと、気に入ったミュートの状態をスタイルご
とに5種類保存することができます。パターンを再生しながら、
ミュートメモリーを切り替えることで、パターンのバリエーション
を広げることができます。

4. [SHIFT]を押しながら、キーボードパッドのMUTE MEMORY
と表記された黒鍵を押します。
現在のミュートの状態が、押した黒鍵のミュートメモリーに保存
されます。MUTE MEMORYと表記された5つの黒鍵に1つず
つ、合計5種類のミュート状態を保存することができます。

[MUTE]の上のLEDが点滅している間は、キーボードパッ
ドの白鍵の上のLEDが点灯または点滅します。このLED
はトラックの次の状態を表しています。
・点灯…対応するトラックに演奏データが入っていま

す。
・点滅…対応するトラックがミュートされています。
・消灯…対応するトラックに演奏データが入っていませ

ん。このトラックをミュートすることはできま
せん。

3. いろいろなトラックをミュートして、演奏の変化を確認してみま
しょう。

5. ミュートの設定状態([MUTE]のLEDが点灯)でミュートメモリー
の黒鍵を押します。
保存したミュートの状態が呼び出されます。

押しながら

トラックをソロにしよう

1. [SHIFT]を押しながら[MUTE]を押して、LEDを点滅状態にしま
す。
ただし、[MUTE]を押してLEDを消した状態から操作を始めてく
ださい。

2. LEDが点灯している白鍵を押すと、他のトラックがすべて
ミュートされ、対応するトラックだけが発音する状態(ソロ)にな
ります。このとき、ディスプレイのトラックには が表示さ
れ、白鍵の上のLEDが点滅します。

押しながら

点滅

点滅
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8. パターンを移調する(トランスポーズ)

トランスポーズを使うと、再生中にパターンを移調することができます。

1. プリセットスタイル、セクションを選んで再生します(P.21)。

2. [TRANSPOSE]を押しながらキーボードパッドのソ(SECTION
J)の白鍵を押して、トランスポーズを+03(短3度上)に設定しま
す。
トランスポーズの設定値はディスプレイに表示されます。

8. パターンを移調する(トランスポーズ)/9. トラックごとの楽器や音量バランスを変更する(ボイス)

[TRANSPOSE]を押しながらキーボードパッドを押す
と、ミ(SECTION H)の鍵盤を中心にして、半音単位でト
ランスポーズが設定できます。[TRANSPOSE]を押して
いる間は、中心となるミ(SECTION H)の鍵盤のLEDが点
灯し、トランスポーズが設定された鍵盤のLEDが点滅し
ます。

�

9. トラックごとの楽器や音量バランスを変更する(ボイス)

ボイス/バランスページを使って、トラックごとの楽器音量バランス、定位などを変更してみましょう。

1. プリセットスタイルP01、セクションAを選んで再生します
(P.21)。

2. トラック10を選択します(P.43)。
トラック10が変化する状態になります。
設定値はディスプレイに表示されます。

3. [VOICE]を押して、ボイス/バランスページを表示させます。

押しながら

+03

トランスポーズの設定値

+0-2-4-5-7-9-11-12 +13+12+10+8+7+5+3+1

+2-1-3-6-8-10 +11+9+6+4

元の音程

ボイスバンク

ボイス
カテゴリー
パン
ボリューム
トラック

プログラムナンバー、
ボイスネーム

パン ボリューム
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4. [ダイアル1]を回してボイスバンクを、[ダイアル2]を回してプロ
グラムナンバーを設定し、いろいろなボイスを選択します。
プリセットボイスの一覧はリストブックをご覧ください。

ボイスネームに「- - -」と表示されるときは、ボイスが割
り当てられていないプログラムナンバーが選択されてい
るため音が鳴りません。

5. [ダイアル3]を回してトラックの定位(パン)を設定します。
設定値はディスプレイに数値とグラフィックで表示されます。

6. [ダイアル4]を回してトラックの音量を設定します。
設定値はディスプレイに数値とグラフィックで表示されます。

ボイスについて詳しく知りたいときは、「リファレンス
編 第1章 基礎知識 2. RM1xの内部構成―音源部」(P.37)
をご覧ください。

操作しても効果が確認できない場合は、ソロ(P.25)を使って操作し
ているトラックの演奏だけを再生しましょう。
�

[TRACK]を押しながら、キーボードパッドの[ALL]と表記
された黒鍵を押したまま手順4～6の操作をすると、すべ
てのトラックに対して操作が有効になります。同様に
[TRACK]+[1-8]の黒鍵ならトラック1～8、[TRACK]+[9-
16]の黒鍵ならトラック9～16に対して有効になります。

10. アルペジオ演奏をする

RM1xのアルペジオ機能を使うと、和音を押さえるだけで簡単にアルペジオ(分散和音)演奏をすることができます。

1. [ARPEGGIO ON]を押してLEDを点灯します。
LEDが点灯している状態でアルペジオ機能が有効になります。

キーボードパッドを下図のように押さえてみましょう。

押さえたコードがアルペジオで演奏されます。いろいろなコード
を演奏してみましょう。

タイプ

トラック

ソート ホールド オクターブ
レンジ

2. [ARPEGGIO]を押して、アルペジオセッティングページを表示
させます。

9. トラックごとの楽器や音量バランスを変更する(ボイス)/10. アルペジオ演奏をする

押しながら
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3. [ダイアル1]でアルペジオのタイプを変更します。
アルペジオのタイプでは、和音を分散する方向を設定してアルペ
ジオのパターンを変えます。いろいろなタイプを選んで試してみ
ましょう。

・UP .............. 音程の低→高に分散します(ソートがON
に設定されている場合)

・DOWN ....... 音程の高→低に分散します(ソートがON
に設定されている場合)

・ALTER1/2 .. 交互に分散します(ソートがONに設定さ
れている場合)

・RANDOM ... ランダムに分散します。

4. [ダイアル2]でソートのON/OFFを変更します。
同じ和音を押さえたとき、ONでは鍵盤を押さえる順番に関わり
なく常に同じアルペジオになり、OFFでは鍵盤を押さえる順番
でアルペジオのパターンが変わります。

5. [ダイアル3]でホールドのON/OFFを変更します。
ホールドをONに設定すると、キーボードパッドから指をはなし
てもアルペジオ演奏を続ける状態になります。

6. [ダイアル4]でアルペジオの音域を1オクターブ単位で変更しま
す。

7. アルペジオをオフにするには、[ARPEGGIO ON]を押してLED
を消灯させます。

アルペジオについて詳しく知りたいときは、「リファレ
ンス編 第2章 パターンモード 7. アルペジオ演奏の設定
をする(アルペジオ)」(P.65)をご覧ください。

11. パターンを作り替える(パッチ)

パターンを再生しながら楽器ごとの演奏データ(フレーズ)を差し替えて、パターンを作り替えましょう。RM1xではさまざまなプリ

セットフレーズを内蔵しているので、リミックス感覚でフレーズを入れ替え、違った雰囲気のパターンに作り変えることができます。

フレーズを変更する

1. プリセットスタイルP01、セクションAを選んで再生します
(P.21)。

2. [PATTERN]を何度か押して、パッチページを表示させます。

空のトラックに新たなフレーズを挿入する

5. フレーズを挿入するトラックを選択します(P.43)。

6. [ダイアル1]を回して、フレーズカテゴリーを設定します。
フレーズカテゴリーでは、フレーズを演奏する楽器の種類を選択
します。

7. [ダイアル2]を回して、フレーズを選びます。
[p]を押して再生を1小節目に戻すと、変更したフレーズをすぐ
に確認することができます。

3. フレーズを差し替えるトラックを選択します(P.43)。

4. [ダイアル1]、[ダイアル2]を回して、フレーズを変更します。
[p]を押して再生を1小節目に戻すと、変更したフレーズをすぐ
に確認することができます。

10. アルペジオ演奏をする/11. パターンを作り替える(パッチ)
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もとになるプリセットパターンをコピーする

8. [JOB]を押してジョブリストページを表示させます。

11. パターンを作り替える(パッチ)

コピー元

コピー先

9. [ダイアル1]、[ダイアル2]を回して「32 Copy Pattern」にカー
ソルを移動し、[F4]を押してコピーパターンページを表示させ
ます。

10. カーソルキーとダイアルを使って、コピー元をStyle=P01、
Sec=ALLに、コピー先をStyle=U01、Sec=ALLに設定し、
[F4]を押してコピーを実行します。

パッチについて詳しく知りたいときは、「リファレンス
編 第2章 パターンモード 2. フレーズを組み合わせてパ
ターンを作る(パッチ)」(P.50)をご覧ください。

操作しても効果が確認できない場合は、ソロ(P.25)を使って操作し
ているトラックの演奏だけを再生しましょう。
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1. RM1xの基本構成

1. RM1xの基本構成

RM1xのモード構成

RM1xでは、操作をわかりやすくするために全体の機能や操作を種
類ごとにまとめたものを「モード｣と呼び、各モードに付随するもの
を「サブモード｣と呼んでいます。

RM1xでは、録音/再生/編集などの操作画面が次の4つのモードに分
かれています。

パターンモード ......................パターンとフレーズの作成や再生
を行います。

パターンチェインモード.......パターンを連続再生します。
ソングモード ..........................ソングの作成や再生を行います。
ユーティリティモード...........RM1xの基本設定を行います。

モード/サブモードの切り替えは、それぞれのモードボタンで行いま
す。モードを切り替えながら、RM1xの全体的な構成を確認してく
ださい。

パターンモード[PATTERN]…(P.45)

パターンの演奏と作成を行うモードです。最大16トラックのパター
ンを作ることができます。また、パターンを構成するフレーズの録
音や編集もこのモードで行います。
[PATTERN]を押すとパターンモードに入ります。
パターンモードは、次の15のサブモードに分かれています。

・パターンプレイ[PATTERN]…(P.47)
パターンを選択して再生します。パターンモードに入ると必ずこ
のページが表示されます。

・アルペジオ[ARPEGGIO]…(P.65)
アルペジオをオンにしたときの分散和音の演奏方法を設定しま
す。

・ボイス[VOICE]…(P.66)
各トラックの音量やエフェクトのバランスなどを設定します。

・ボイスエディット[VOICE EDIT]…(P.68)
各トラックの音色を変更します。

・エフェクト[EFFECT]…(P.70)
リバーブ、コーラス、バリエーションの各エフェクトの設定を行
います。

・セットアップ[SETUP]…(P.74)
チャンネルやノブの設定を行います。

・ディスク[DISK]…(P.76)
フロッピーディスクへデータを保存したり、読み込んだりしま
す。

・ジョブ[JOB]…(P.81)
パターンやフレーズの編集を行います。

・フレーズエディット[EDIT]…(P.96)
フレーズに録音されている演奏データの修正や、新たなデータの
挿入を行います。

・スプリットパターン[SPLIT]…(P.99)
パターンを分割して複数のパターンに切り分けます。

・パッチ[PATTERN]…(P.50)
フレーズを組み合わせてパターンを作成します。

・フレーズレコーディング[REC]…(P.52)
ユーザーフレーズに演奏を録音して、オリジナルのフレーズを作
ります。

・グルーブ[GROOVE]…(P.58)
各トラックの演奏に微妙なノリやグルーブ感を付け加えます。

・プレイエフェクト[PLAY FX]…(P.60)
各トラックの演奏に厚みやハーモニーを付け加えます。

・MIDIディレイ[MIDI DELAY]…(P.62)
各トラックの演奏に対してMIDIデータによる特殊なディレイ効
果を付け加えます。

パターンチェインモード[PATT CHAIN]…(P.101)

パターンを連続再生するモードです。パターンをつないで曲を作っ
たり、それをソングにコンバートしたりします。
[PATT CHAIN]を押してパターンチェインモードに入ります。
パターンチェインモードは、次の3つのサブモードに分かれていま
す。

・パターンチェイン[PATT CHAIN]…(P.103)
パターンを並べてパターンチェインを作成し、パターンの連続再
生を行います。
パターンチェインモードに入ると必ずこの画面が表示されます。

・ディスク[DISK]…(P.104)
フロッピーディスクへデータを保存したり、読み込んだりします。

・ジョブ[JOB]…(P.107)
パターンチェインの編集やソングへのコンバートなどを行います。
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1. RM1xの基本構成

ソングモード[SONG]…(P.111)

ソングの作成や再生を行うモードです。最大16トラックの曲を作る
ことができます。
[SONG]を押してソングモードに入ります。
ソングモードは、次の14のサブモードに分かれています。

・ソングプレイ[SONG]…(P.113)
ソングを選んで再生します。ソングモードに入ると必ずこの画面
が表示されます。

・ソングレコーディング[REC]…(P.114)
ソングの各トラックに演奏を録音します。

・グルーブ[GROOVE]…(P.119)
各トラックの演奏に微妙なノリやグルーブ感を付け加えます。

・プレイエフェクト[PLAY FX]…(P.120)
各トラックの演奏に厚みやハーモニーを付け加えます。

・MIDIディレイ[MIDI DELAY]…(P.120)
各トラックの演奏に対してMIDIデータによる特殊なディレイ効
果を付け加えます。

・アルペジオ[ARPEGGIO]…(P.121)
アルペジオをオンにしたときの分散和音の演奏方法を設定しま
す。

・ボイス[VOICE]…(P.122)
各トラックの音量やエフェクトのバランスなどを設定します。

・ボイスエディット[VOICE EDIT…(P.123)
各トラックの音色を変更します。

・エフェクト[EFFECT]…(P.124)
リバーブ、コーラス、バリエーションの各エフェクトの設定を行
います。

・セットアップ[SETUP]…(P.125)
チャンネルやノブの設定を行います。

・ディスク[DISK]…(P.126)
フロッピーディスクへデータを保存したり、読み込んだりしま
す。

・ジョブ[JOB]…(P.130)
ソングの編集を行います。

・ソングエディット[EDIT]…(P.139)
各トラックに録音されている演奏データの修正や、新たなデータ
の挿入を行います。

・スプリットソング[SPLIT]…(P.141)
ソングを分割して複数のパターンに切り分けます。

ユーティリティモード[UTILITY]…(P.143)

RM1xのシステムやMIDIの設定を行うモードです。
[UTILITY]を押してユーティリティモードに入ります。
ユーティリティモードは、次の3つのサブモードに分かれています。

・システム[UTILITY]…(P.144)
システムに関する設定を行います。

・MIDIセットアップ[UTILITY]…(P.146)
MIDIに関する設定を行います。

・MIDIフィルター[UTILITY]…(P.147)
不要なMIDIデータをカットするMIDIフィルターの設定を行いま
す。
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RM1x機能ツリー図

●パターンモード

パターンプレイ[PATTERN] ................................................................. P.47

パッチ[PATTERN] ................................................................................P.50

フレーズレコーディング[REC]

フレーズレコーディング ..........................................P.52

グルーブ[GROOVE]

グリッドグルーブ ...................................................... P.58

プレイエフェクト[PLAY FX]

ハーモナイズ.............................................................. P.60

プレイエフェクト ...................................................... P.61

MIDIディレイ[MIDI DELAY]

MIDIディレイエディット ......................................... P.63

フィードバックエディット ...................................... P.63

アルペジオ[ARPEGGIO]

アルペジオセッティング ..........................................P.65

ボイス[VOICE]

ボイス/バランス ........................................................P.66

エフェクトセンドレベル ..........................................P.67

ボイスエディット[VOICE EDIT]

EG ...............................................................................P.68

ピッチベンド/ポルタメント .................................... P.69

LFO .............................................................................P.69

フィルター ................................................................. P.70

エフェクト[EFFECT]

エフェクトタイプ ...................................................... P.72

バリエーションエディット ...................................... P.72

コーラスエディット ..................................................P.73

リバーブエディット ..................................................P.73

セットアップ[SETUP]

ローブースト.............................................................. P.74

ノブアサイン.............................................................. P.75

アウトチャンネル ...................................................... P.75

ディスク[DISK]

セーブ ......................................................................... P.77

ロード ......................................................................... P.78

リネーム .....................................................................P.79

デリート/フォーマット/インフォメーション ....... P.80

ジョブ[JOB]

ジョブリスト.............................................................. P.81

00 アンドゥー/リドゥー............................ P.82

01 クオンタイズ ......................................... P.82

02 モディファイベロシティ ...................... P.84

03 モディファイゲートタイム ..................P.84

04 クレッシェンド .....................................P.85

05 トランスポーズ .....................................P.85

06 グライド ................................................. P.85

07 クリエートロール ................................. P.86

08 コードソート ......................................... P.86

09 コードセパレート ................................. P.87

10 シフトクロック .....................................P.87

11 コピーイベント .....................................P.87

12 イレースイベント ................................. P.88

13 エクストラクトイベント ...................... P.88

14 クリエートコンティニュアスデータ...P.88

15 シンアウト .............................................P.89

16 モディファイコントロールデータ ...... P.89

17 タイムストレッチ ................................. P.90

18 コピーフレーズ .....................................P.90

19 エクスチェンジフレーズ ...................... P.90

20 ミックスフレーズ ................................. P.90

21 アペンドフレーズ ................................. P.91

22 スプリットフレーズ.............................. P.91

23 ゲットフレーズ .....................................P.91

24 プットフレーズ .....................................P.92

25 クリアフレーズ .....................................P.92

26 フレーズネーム .....................................P.92

27 コピートラック .....................................P.92

28 エクスチェンジトラック ...................... P.93

29 クリアトラック .....................................P.93

30 ノーマライズプレイエフェクト ..........P.93

31 ディバイドドラムトラック ..................P.94

32 コピーパターン .....................................P.94

33 アペンドパターン ................................. P.94

34 スプリットパターン.............................. P.95

35 クリアパターン .....................................P.95

36 スタイルネーム .....................................P.95

フレーズエディット[EDIT]

エディットリスト ...................................................... P.96

ビューフィルター ...................................................... P.98

スプリットパターン[SPLIT]

スプリットパターン ..................................................P.99

1. RM1xの基本構成
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10 シフトクロック .................................. P.134

11 コピーイベント .................................. P.134

12 イレースイベント .............................. P.134

13 エクストラクトイベント ................... P.135

14 クリエートコンティニュアスデータ P.135

15 シンアウト .......................................... P.135

16 モディファイコントロールデータ ... P.136

17 タイムストレッチ .............................. P.136

18 クリエートメジャー........................... P.136

19 デリートメジャー .............................. P.137

20 コピートラック .................................. P.137

21 エクスチェンジトラック ................... P.137

22 ミックストラック .............................. P.137

23 クリアトラック .................................. P.138

24 ノーマライズプレイエフェクト ....... P.138

25 ディバイドドラムトラック ............... P.138

26 コピーソング ...................................... P.138

27 クリアソング ...................................... P.139

28 ソングネーム ...................................... P.139

ソングエディット[EDIT]

エディットリスト ................................................... P.140

ビューフィルター ................................................... P.141

スプリットソング[SPLIT]

スプリットソング ................................................... P.141

●パターンチェインモード

パターンチェイン[PATT CHAIN] ................................................... P.103

ディスク[DISK]

セーブ ...................................................................... P.104

ロード ...................................................................... P.105

リネーム .................................................................. P.105

デリート/フォーマット/インフォメーション .... P.106

ジョブ[JOB]

ジョブリスト........................................................... P.107

00 アンドゥー/リドゥー......................... P.108

01 コピーイベント .................................. P.108

02 イレースイベント .............................. P.108

03 クリエートメジャー........................... P.108

04 デリートメジャー .............................. P.109

05 コンバートトゥーソング ................... P.109

06 コピーチェイン .................................. P.109

07 クリアチェイン .................................. P.110

08 チェインネーム .................................. P.110

●ユーティリティモード

ユーティリティ[UTILITY]

システム .................................................................. P.144

MIDIセットアップ .................................................. P.146

MIDIフィルター...................................................... P.147

●ソングモード

ソング[SONG] ..................................................................................... P.113

ソングレコーディング[REC]

ソングレコーディング ........................................... P.114

グルーブ[GROOVE]

グリッドグルーブ ................................................... P.119

プレイエフェクト[PLAY FX]

ハーモナイズ........................................................... P.120

プレイエフェクト ................................................... P.120

MIDIディレイ[MIDI DELAY]

MIDIディレイエディット ...................................... P.120

フィードバックエディット ................................... P.121

アルペジオ[ARPEGGIO]

アルペジオセッティング ....................................... P.121

ボイス[VOICE]

ボイス/バランス ..................................................... P.122

エフェクトセンドレベル ....................................... P.122

ボイスエディット[VOICE EDIT]

EG ............................................................................ P.123

ピッチベンド/ポルタメント ................................. P.123

LFO .......................................................................... P.123

フィルター .............................................................. P.123

エフェクト[EFFECT]

エフェクトタイプ ................................................... P.124

バリエーションエディット　 ............................... P.124

コーラスエディット ............................................... P.125

リバーブエディット ............................................... P.125

セットアップ[SETUP]

ローブースト........................................................... P.125

ノブアサイン........................................................... P.125

アウトチャンネル ................................................... P.126

ディスク[DISK]

セーブ ...................................................................... P.127

ロード ...................................................................... P.128

リネーム .................................................................. P.128

デリート/フォーマット/インフォメーション .... P.129

ジョブ[JOB]

ジョブリスト........................................................... P.130

00 アンドゥー/リドゥー......................... P.131

01 クオンタイズ ...................................... P.131

02 モディファイベロシティ ................... P.132

03 モディファイゲートタイム ............... P.132

04 クレッシェンド .................................. P.132

05 トランスポーズ .................................. P.132

06 グライド .............................................. P.133

07 クリエートロール .............................. P.133

08 コードソート ...................................... P.133

09 コードセパレート .............................. P.134

1. RM1xの基本構成
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2. RM1xの内部構成

RM1xを構成する5つのブロック

●シーケンサー部…(P.36)
シーケンサー部は、コントローラー部の操作や外部MIDI機器からの
MIDI信号を録音したり、録音したMIDIデータを再生して音源部や外
部MIDI機器をコントロールしたりします。

●音源部…(P.37)
シーケンサー部、コントローラー部、アルペジオ部や外部MIDI機器
のMIDIデータを受信して音を鳴らします。

●コントローラー部…(P.38)
キーボードパッド、アサイナブルノブ、シーケンサーボタンなど、
シーケンサー部や音源部をコントロールするブロックです。キー
ボードパッドを弾いてシーケンサー部や音源部にMIDI情報を送って
録音/演奏したり、シーケンサーボタンを押してソングやパターンの
再生をコントロールします。

●アルペジオ部…(P.38)
キーボードパッドで和音を押さえることで、自動的にアルペジオ(分
散和音)の演奏データを生成するブロックです。アルペジオの演奏
データは、音源部に送られるほか、シーケンサー部に送られてフ
レーズやソングに録音したりMIDI出力することもできます。

●エフェクト部…(P.39)
音源部から出力された音声信号に対して、残響や拡がり感などの音
響的な変化を付け加えるブロックです。リバーブ、コーラス、バリ
エーションの3種類のエフェクトを内蔵しています。

RM1xは、シーケンサー部、音源部、コントローラー部、アルペジオ部、エフェクト部の5つのブロックから構成されています。

2. RM1xの内部構成

シーケンサー部

シーケンサー部は、コントローラー部の操作や外部MIDI機器からの
MIDI信号を録音したり、録音したMIDIデータを再生して音源部や外
部MIDI機器をコントロールしたりします。

●パターンとフレーズ
パターンとは、パターンモードで演奏されるさまざまなジャンルの
演奏データのことで、何度も繰り返したり、次々と切り替えたりし
て演奏できます。パターンの内部にはフレーズを並べるためのト
ラックが16トラックあり、そこに演奏の素材であるフレーズを各ト
ラックに1つずつ並べることでパターンが構成されています。
フレーズとは、ドラムやベースをはじめ、ギターやピアノのコード
バッキング、ブラスのリフなど、アンサンブルを構成するパートご
との演奏の素材のことです。RM1xには、この演奏の素材(フレーズ)
がプリセットとして内蔵されているほか、ユーザーフレーズとして
新しく録音したり、演奏を修正したりすることもできます。

パターンの内部構造(概念図)

録音� アルペジオ部�

再生�

録音�

再生�

演奏�

IN
MIDI
OUT

アルペジオ部�

コントローラー部�

シーケンサー部�
音源部� エフェクト部�

トラック1�

トラック2�
�

トラック8�

トラック9�

トラック10�
�

トラック16

1小節� 2小節�

フレーズ（バスドラム）�

フレーズ（スネアドラム）�

フレーズ（パーカッション）�

フレーズ（ベース）�

フレーズ（カッティングギター）�

フレーズ（効果音1）�
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2. RM1xの内部構成

●パターンチェインについて
パターンチェインとは、複数のパターンをつないで1つの曲の形にし
たものです。あらかじめパターンチェインを作成しておくことで、
スタイルやセクションを変更する操作を自動化することができま
す。また、作成したパターンチェインをソングにコンバートするこ
ともできるため、パターンを元にして曲を作る際に活用することが
できます。
RM1xでは01～20の20種類のパターンチェインを作ることができ
ます。

●ソングについて
ソングは一般的なシーケンサーの「曲(ソング)」に当たるものです。
パターンとは次の点が異なります。

・トラックに直接演奏データを録音することができます。
・最大999小節までの長い曲を作ることができます。
・テンポトラックがあり、テンポの変化を入力することができ
ます。

・1小節ごとに拍子を変更することができます。
・パンチレコーディングができます。
・1～16チャンネルを同時に録音するマルチ録音ができます。

RM1xでは、01～20の20種類のソングを録音することができま
す。

●スタイルやソングに記録される設定項目
次の設定項目はスタイルやソングごとに記録されます。

音源部

シーケンサー部、コントローラー部、アルペジオ部や外部MIDI機器
のMIDIデータを受信して音を鳴らします。

●ボイスについて
ボイスとは、RM1xで音色を選択する際の単位になるもので、音源
部に内蔵されている個々の音色プログラムのことです。RM1xは、
ノーマルボイス、ドラムボイスを内蔵しています。
ボイスは、音色の最小単位であるエレメント(音色の要素)が1～2つ
集まって構成されています。エレメントには、フィルターやEG、
LFOなどの要素が含まれています。

●ノーマルボイスとドラムボイス
ボイスには、ノーマルボイスとドラムボイスの2種類があります。
ノーマルボイスは、鍵盤どおりの音程で発音するボイスです。通常
の楽器音などがこれにあたります。RM1xでは、バンクセレクト
MSB=000、063がノーマルボイスになります。
ドラムボイスは、ドラム専用の特殊なボイスで、C#-1～C5の範囲
の各鍵盤に1音色ずつドラムやパーカッションの楽器音が割り当てら
れています。RM1xでは、バンクセレクトMSB=126、127がドラ
ムボイスになります。
ドラムボイスにおける各鍵盤へのドラム/パーカッション楽器の割り
当ては、リストブック記載のドラムボイスリストをご参照くださ
い。

エレメント2

基本波形を選�
んでピッチを�
変化させる�

ピッチ�

ピッチEG

音の明るさを�
変化させる�

エレメント1

ボイス�

フィルター�

フィルターEG

音量を変化�
させる�

アンプリ�
チュード�

アンプリ�
チュードEG

音を周期的に変化させる�

LFO

パターンチェインの構造(概念図)

1小節�2小節�3小節�4小節�5小節�6小節�7小節�8小節�9小節� …�

パターン1�
（STYLE=P01, SECTION=A）�

パターン2�
（STYLE=P01, SECTION=J）� …�

・テンポ
・ミュート
・トランスポーズ(ソングのみ)
・フレーズ(スタイルのみ)
・ノートシフト(スタイルのみ)
・グルーブ
・プレイエフェクト

・MIDIディレイ
・アルペジオセッティング
・ボイス
・ボイスエディット
・エフェクト
・セットアップ

●パターンの区分け(スタイルとセクション)
パターンは、曲のジャンルを表すスタイルと、あるジャンルの中の
バリエーションを表すセクションで分類されています。スタイルと
セクションを指定することでパターンを選択できます。
RM1xでは、プリセットスタイルとしてP01～P60の60種類、セ
クションとしてA～Pの16種類を内蔵しており、合計960種類のパ
ターンを内蔵しています。

A B C D E F G H

I J K L M L O P

スタイル×60

16種類のセクション

スタイル01

パターン
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2. RM1xの内部構成

●ボイスバンクについて
ボイスバンクとは、ボイスを種類ごとに分類した区分けのことで、
MIDIデータのバンクセレクトMSBとLSBで選択します。RM1x
は、次の4種類のボイスバンクを持っています。

・ (MSB LSB)=(000 000)は、GM(*)配列のボイスバンクで
す。GMに規定されたボイスに互換性を持つノーマルボイス
を128ボイス内蔵しています。

・ (MSB LSB)=(063 000)～(063 006)は、RM1x独自の
ボイスバンクです。ダンスシーンに最適なオリジナルボイス
を豊富に内蔵しています。各バンクには、下記のような楽器
の区分けもあり、ボイスが選択しやすくなっています。

(063 000) .... SyBa&Ld:シンセベースやシンセリード系
のボイスを内蔵したボイスバンク

(063 001) .... SyPd&Fx:シンセパッドや音程感のある効
果音などのボイスを内蔵したボイスバンク

(063 002) .... SyMaterl:アナログシンセやFM音源な
ど、さまざまなシンセサイザーのエディッ
トに適したボイスを内蔵したボイスバンク

(063 003) .... BandInst:ピアノ、オルガン、ギター、エ
レキベースなど、コンボバンドで使用され
る楽器のボイスを内蔵したボイスバンク

(063 004) .... Cls&Wind:クラシック音楽で使われるス
トリングスや管楽器などのボイスを内蔵し
たボイスバンク

(063 005) .... Eth&Perc:エスニック系の楽器やパー
カッションなどのボイスを内蔵したボイス
バンク

(063 006) .... SFX:効果音系のボイスを内蔵したボイス
バンク

・ (MSB LSB)=(126 000)は、RM1x独自のドラムボイスバ
ンクです。ダンスシーンに最適な、オリジナルドラムボイス
を豊富に内蔵しています。

・ (MSB LSB)=(127 000)は、GM配列のドラムボイスバン
クです。GMに規定されたボイスに互換性を持つドラムボイ
スを1つ内蔵しています。

(*)GMとは、メーカーや機種が異なった音源でも、ほぼ
同じ系統の音色で演奏が再現されることを目的に設けら
れた、音源の音色配列やMIDI機能に関する一定の基準の
ことです。RM1xのGM配列のボイスバンク(000 000)や
ドラムボイスバンク(127 000)は、GM対応のソングデー
タが破綻無く再生できることを目的にしており、GMに
完全に対応しているわけではありません。

●最大同時発音数
RM1xでは最大で32音まで同時に発音することができます。この音
数を超える演奏データを受信すると、発音中の音が止まり音切れが
おきてしまいます。減衰の遅いボイスを使う場合には、最大同時発
音数を越えないようにしてください。
また、最大同時発音数はボイス単位ではなくエレメント単位で計算
されます。ノーマルボイスには1エレメントのものと2エレメントの
ものがあるので、最大同時発音数は通常32音よりも少なくなりま
す。各ボイスのエレメント数はボイスリスト(リストブック)をご覧く
ださい。

コントローラー部

キーボードパッド、アサイナブルノブ、シーケンサーボタンなど、
シーケンサー部や音源部をコントロールするブロックです。キー
ボードパッドを弾いてシーケンサー部や音源部にMIDI情報を送って
録音/演奏したり、シーケンサーボタンを押してソングやパターンの
再生をコントロールします。

●キーボードパッド
キーボードパッドは、シーケンサー部や音源部に対して演奏データ
(ノートデータ)を送る以外に、キーボードモードボタンと組み合わせ
てトラックやセクションの選択、ミュートの設定などを行います。

●アサイナブルノブ
プレイエフェクトやボイスのパラメーターをリアルタイムにコント
ロールして、演奏を変化させることができます。[KNOB]でA、Bを
切り替えることで、1本のノブに2つの機能を割り当てることができ
るので、実際には16本分のノブとして機能します。パネルに表記さ
れている機能のほか、セットアップによってスタイルやソングごと
に異なった機能を割り当てることができます。

●シーケンサーボタン
シーケンサーボタンでは、シーケンサーを操作します。

[p] ..................... ソング先頭に移動します。
[r] .................. 1小節単位で曲の前方向に移動します。
[f] .................. 1小節単位で曲の後ろ方向に移動します。
[●](REC) ........... レコーディングスタンバイの状態にします。
[■](STOP) ........ 再生や録音を停止します。
[>](PLAY) ...... 再生や録音を開始します。

アルペジオ部

キーボードパッドで和音を押さえることで、自動的にアルペジオ(分
散和音)の演奏データを生成するブロックです。アルペジオの演奏
データは、音源部に送られるほか、シーケンサー部に送られてフ
レーズやソングに録音したり、MIDI出力することもできます。
アルペジオとは、分散和音を自動演奏する機能です。特にダンス系
やテクノ系の音楽には欠かすことのできない効果的なサウンドを演
出します。[ARPEGGIO ON]を押してLEDを点灯させ、キーボード
パッドを押さえるとアルペジオを確認できます。
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エフェクト部

音源部から出力された音声信号に対して、残響や拡がり感などの音
響的な変化を付け加えるブロックです。
リバーブ、コーラス、バリエーションの3種類のエフェクトを内蔵し
ています。

●システムエフェクトとインサーションエフェクト
RM1xのエフェクトは、その接続方法(音源部との関わり方)によっ
て、システムエフェクトとインサーションエフェクトの2通りに分類
できます。

・システムエフェクト
システムエフェクトは、すべてのパートに対して共通の効果をか
けるタイプのエフェクトです。
システムエフェクトの場合は、トラックごとに設定したエフェク
トセンドレベルに従ってエフェクトへ信号が送られます。エフェ
クトで加工された信号(ウェット音)はリターンレベルに従ってミ
キサーに戻り、ドライ音(エフェクトがかかっていない音)とミッ
クスされてアウトプットから出力されます。この接続方法によ
り、すべてのパートに対して、エフェクトセンドに応じた深さの
エフェクト音を付加することができます。
RM1xでは、リバーブエフェクトとコーラスエフェクトは常にシ
ステムに固定されています。またバリエーションエフェクトにつ
いても、システムに設定することが可能です。

・インサーションエフェクト
インサーションエフェクトは、特定のトラックに対して効果をか
けるタイプのエフェクトです。
インサーションエフェクトを使用する場合は、楽器のアウトプッ
トをエフェクトのインプットに直接接続し、ドライ/ウェットの
バランスで深さを調節しながらエフェクトをかけるのが一般的で
す。この接続方法では、特定の1トラックにだけ効果をかけるこ
とができる上、ウェットを100％に設定することでエフェクト
音だけを出力することもできるので、音色変化系のエフェクトに
は便利です。
RM1xでは、バリエーションエフェクトが初期状態でインサー
ションに設定されています。

●それぞれのエフェクトについて

・リバーブエフェクト
リバーブ専用のエフェクトです。音に残響を付け加えます。
11種類のリバーブタイプを内蔵しています。

NO EFFECT(リバーブエフェクト=OFF)、HALL 1,2、
ROOM 1,2,3、STAGE 1,2、PLATE、WHITEROOM、
TUNNEL、BASEMENT

・コーラスエフェクト
コーラス専用のエフェクトです。音に拡がり感や厚みを付け加え
ます。
11種類のコーラスタイプを内蔵しています。

NO EFFECT(コーラスエフェクト=OFF)、
CHORUS1,2,3,4、CELESTE 1,2,3,4、
FLANGER 1,2,3

・バリエーションエフェクト
リバーブ、コーラスを含め、ディストーションやオーバードライ
ブなど、43種類のエフェクトタイプを内蔵しています。

NO EFFECT、HALL 1,2、ROOM 1,2,3、
STAGE 1,2、PLATE、DELAY LCR、DELAY L,R、
ECHO、CROSSDELAY、ER 1,2、GATE REV、
REVRS GATE、KARAOKE 1,2,3、THRU、
CHORUS 1,2,3,4、CELESTE 1,2,3,4、
FLANGER 1,2,3、SYMPHONIC、ROTARY SP、
TREMOLO、AUTO PAN、PHASER 1,2、
DISTORTION、OVERDRIVE、AMP SIM、
3-BAND EQ、2-BAND EQ、AUTO WAH

各エフェクトタイプに対する説明はリストブックをご参照くださ
い。
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2. RM1xの内部構成

プリセットフレーズ�

プリセットパターン�

プリセットスタイルP01～P60

プリセットメモリー�

セクション�
A

セクション�
B

セクション�
P

ユーザーフレーズ�

メモリープロテクトON/OFF

ユーザーパターン�

パターンチェイン�

ソング�

ユーザースタイルU01～U50

ユーザーメモリー�

US

001～256

セクション�
A

セクション�
B

セクション�
P

01～20

01～20

システムメモリー�

システムセットアップ�

MIDIセットアップ�

MIDIフィルター�

メモリー構成

RM1xのメモリーは、システムメモリー、プリセットメモリー、
ユーザーメモリーで構成されています。

●システムメモリー
システムメモリーは、RM1xの環境を記憶するためのメモリーで
す。システムセットアップ、MIDIセットアップ、MIDIフィルターが
記憶されています。

●プリセットメモリー
プリセットメモリーは、設定内容を消したり書き替えたりできない
メモリーです。プリセットフレーズや、プリセットパターン800種
類(プリセットスタイル50×セクション16)が記憶されています。

●ユーザーメモリー
ユーザーメモリーは、設定内容を書き替えることができるメモリー
で、新しいフレーズやパターンを作ることができます。メモリープ
ロテクトがついていて、メモリーを保護することができます。ユー
ザーフレーズ256種類、ユーザーパターン800種類(ユーザースタ
イル50×セクション16)、パターンチェイン20種類、ソング20種
類を記憶することができます。

工場出荷状態では、ユーザーメモリーには何も記憶され
ていません。
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3. 基本操作

3. 基本操作

モードの切り替え

モードの切り替えにはモードボタンを使います。モードボタンを押
すと、LEDが点灯し、モードが切り替わります。

[PATTERN] ......... パターンモードに切り替えます。ボタンを押す
ごとにパターンプレイとパッチの2つのページ
が交互に表示されます。

[PATT CHAIN] .... パターンチェィンモードに切り替えます。
[SONG] ................. ソングモードに切り替えます。
[UTILITY] ............. ユーティリティモードに切り替えます。ボタン

を押すごとに、システム、MIDIセットアップ、
MIDIインプットフィルターの3つのページが順
に表示されます。[EXIT]を押すごとにページが
1つずつ元に戻ります。

再生中やレコーディング中はモードの切り替えはできま
せん。

サブモードの切り替え

各モードは、多くの作業用、設定用のサブモードで構成されていま
す。サブモードのページは、サブモードボタンや[REC]を使って切
り替えます。
[EXIT]を押すと、サブモードから抜けて元のモードに戻ります。

[GROOVE] ........... グルーブに替わり、グリッドグルーブページが
表示されます。

[PLAY FX] ........... プレイエフェクトに替わります。ボタンを押す
と、ハーモナイズ、プレイエフェクトのページ
に替わります。

[MIDI DELAY] ..... MIDIディレイに替わります。ボタンを押すと、
ディレイ、フィードバックのページに替わりま
す。

[ARPEGGIO] ....... アルペジオに替わり、アルペジオセッティング
ページが表示されます。

[VOICE] ................ ボイスに替わります。ボタンを押すと、ボイス/
バランス、エフェクトセンドレベルのページに
替わります。

[VOICE EDIT] ...... ボイスエディットに替わります。ボタンを押す
と、EG、ピッチベンド/ポルタメント、LFO、
フィルターのページに替わります。

[EFFECT] ............. エフェクトに替わります。ボタンを押すと、エ
フェクトタイプ、バリエーションエディット、
コーラスエディット、リバーブエディットの
ページに替わります。

[SETUP] ............... セットアップに替わります。ボタンを押すと、
ローブースト、ノブアサイン、アウトチャンネ
ルのページに替わります。

[DISK] ................... ディスクに替わります。ボタンを押すと、セー
ブ、ロード、リネーム、デリート/フォーマット
のページに替わります。

[JOB]..................... ジョブに替わり、ジョブリストが表示されま
す。

[EDIT] .................... フレーズ/ソングエディットに替わり、エディッ
トチェンジ、ビューフィルターのページに替わ
ります。

[SPLIT] ................. スプリットパターン/ソングに替わります。
[REC]..................... フレーズレコーディングに替わります。パター

ンプレイページからフレーズレコーディングに
入ると、録音方法やループレコーディングを設
定できます。パッチページからフレーズレコー
ディングに入ると、フレーズやボイスなどが設
定できます。

1つのボタンに複数のページが割り当てられている場合

モードボタン、サブモードボタンの中には、1つのボタンに複数の
ページが割り当てられているものがあります。この場合、ボタンを
押すごとに割り当てられたページが順に表示され、[EXIT]を押すご
とにページが1つずつ元に戻ります。

ボイス/バランスページ

エフェクトセンドレベルページ

パターンプレイページ
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3. 基本操作

モードボタン、サブモードボタンのすぐ左に、そのボタンで切り替
えられるページ数がイラストで表記されています。
また、各ページのタイトルがトップパネルに一覧表記されており、
目的のページがどのボタンで切り替えられるのかを知ることができ
ます。

モードやサブモードのページの中には、ディスプレイの左右に矢印
が表示されているページがあります。この場合、[DISPLAY←]/
[DISPLAY→]を押すことでさらにページを切り替えることができま
す。

設定値の変更

設定値の変更は、[ダイアル1]～[ダイアル4]で行います。
設定値の変更を行うページでは、ディスプレイに1～4の数字の入っ
た設定項目が表示されます。これが、[ダイアル1]～[ダイアル4]に
対応した設定項目です。
この表示のあるページでダイアルを回すと、ディスプレイの下の部
分に表示された設定が変化し、設定値を変更することができます。

カーソルボタンと[NO -1]/[YES +1]で設定値を変更する
こともできます。
設定したい項目にカーソルを移動し、[NO -1]/[YES +1]
で設定値を変更します。

数値を入力する場合は、キーボードパッドの白鍵をテンキーとして
使うことができます。
キーボードモードボタンの[NUM]を押しながらキーボードパッドの
白鍵を押すと、白鍵の上側の数値が入力されます。数値を入力した
後、[ENTER]を押して点滅を止め、数値を確定します。

コマンドの選択や実行

コマンドの選択や実行は、[F1]～[F4]で行います。
コマンドを選択/実行するページでは、ディスプレイの下部に四角で
囲まれたコマンドが表示されるとともに、対応する[F1]～[F4]の
LEDが点灯します。

↑
2ページあることを
示している

押しながら

コマンド

[ダイアル1] [ダイアル2] [ダイアル3] [ダイアル4]

矢印
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3. 基本操作

ジョブの選択

パターンモード、パターンチェインモード、ソングモードのジョブ
リストページでは、[ダイアル1]と[ダイアル2]で目的のジョブに
カーソルを移動し、[F4]を押してジョブを選択します。

文字の入力

スタイルネームやソングネーム、ディスクに保存する際のファイル
ネームなど、文字を入力する項目では、すべて共通の操作で文字入
力を行います。ここでは、ファイルネームを入力する場合を例に
とって説明します。
文字入力には、2本のダイアルと2つのファンクションボタンを使い
ます。例の場合では、[ダイアル3]、[ダイアル4]、[F3]、[F4]を使
います。
1. [ダイアル3]で文字を入力する位置を設定します。

2. [ダイアル4]で入力する文字を選びます。[ダイアル4]を回すと入
力文字一覧の中をカーソルが移動します。

3. [F4]を押すと文字が入力されます。

4. 文字を間違えた場合は、[F3]を押すとカーソルの左側の文字が
消え、カーソルが左に移動します。

トラックの選択

トラックは、[TRACK]を押しながらキーボードパッドの白鍵を押し
て選択します。するとキーボードパッドの上のLEDが点滅し、ト
ラックが選択された状態になります。
白鍵の下にはトラック番号が印刷されており、トラックが選択しや
すくなっています。
[TRACK]を押すと、キーボードパッドの白鍵の上のLEDが点灯また
は点滅します。このLEDはトラックの次の状態を表しています。

点灯 ....対応するトラックにデータが入っています。
点滅 ....対応するトラックが選択されています。
消灯 ....対応するトラックにデータが入っていません。

タップによるテンポの設定方法

タップテンポは、[TAP]をたたくタイミングでテンポを設定できる
機能です。
パターンモード、パターンチェインモード、ソングモードで、
[TAP]を連続して3～4回たたくと、自動的にテンポが設定されま
す。

メモリー使用量の表示

[SHIFT]を押しながら[F1]を押すと、ボタンを押している間だけ、
現在使用しているメモリーが棒グラフで表示されます。

数回たたくとテンポが設定されます

押しながら

トラック番号

[TRACK]を押しながら[OCT DOWN]/[OCT UP]でトラックを選
ぶこともできます。
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アンドゥー/リドゥー機能

アンドゥーとは、直前に実行した操作を取り消して、操作前の状態
に戻す機能です。リドゥーとは、アンドゥーで取り消した操作を再
び実行する機能です。
アンドゥー/リドゥーは、ジョブに含まれる機能ですが、[SHIFT]を
押しながら[JOB]を押す操作でジョブを呼び出さずに実行すること
ができます。
[SHIFT]を押しながら[JOB]を押すと、アンドゥーとリドゥーが交互
に実行されます。

3. 基本操作

オートリピート機能

カーソルボタン、[NO -1]/[YES +1]、[r]/[f]には、オート
リピート機能が備わっています。しばらく押し続けることで、数値
や小節などを連続的に変更することができます。
また、オートリピートで数値や小節を連続的に変更しているとき
に、もう一方のボタンを押すことで変更のスピードを加速する機能
もあります。たとえば、[YES +1]を押し続けて数値を連続的に増加
させているときに、[YES +1]を押したまま[NO -1]を押すと、数値
が増加するスピードが加速します。
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12.パターンをディスクに保存する(ディスク) ....................................................................... 76

13.パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ) ............................................................81
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パターンの再生や作成(フレーズのレコーディングやエディット)を行うモードです。

リファレンス編

第 2 章　パターンモード
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パターンモードについて

パターンモードについて

パターンの演奏と作成を行うモードです。最大16トラックのパターンを作ることができます。また、パターンを構成するフレーズ

の録音や編集もこのモードで行います。

[PATTERN]を押すとパターンモードのパターンプレイに入り、ディスプレイには下のような画面が表示されます。

パターン、フレーズについては、「第1章 基礎知識」
(P.36)をご覧ください。

パターンモードのサブモード

パターンモードは、次の15のサブモードで構成されています。

●パターンプレイ[PATTERN]…(P.47)
パターンを選択して再生します。パターンモードに入ると必ずこの
ページが表示されます。

●パッチ[PATTERN]…(P.50)
フレーズを組み合わせてパターンを作成します。

●フレーズレコーディング[REC]…(P.52)
ユーザーフレーズに演奏を録音して、オリジナルのフレーズを作り
ます。

●グルーブ[GROOVE]…(P.58)
各トラックの演奏に微妙なノリやグルーブ感を付け加えます。

●プレイエフェクト[PLAY FX]…(P.60)
各トラックの演奏に厚みやハーモニーを付け加えます。

●MIDIディレイ[MIDI DELAY]…(P.62)
各トラックの演奏に対してMIDIデータによる特殊なディレイ効果を
付け加えます。

●アルペジオ[ARPEGGIO]…(P.65)
アルペジオをオンにしたときの分散和音の演奏方法を設定します。

●ボイス[VOICE]…(P.66)
各トラックの音量やエフェクトのバランスなどを設定します。
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●ボイスエディット[VOICE EDIT]…(P.68)
各トラックの音色を変更します。

●エフェクト[EFFECT]…(P.70)
リバーブ、コーラス、バリエーションの各エフェクトの設定を行い
ます。

●セットアップ[SETUP]…(P.74)
チャンネルやノブの設定を行います。

●ディスク[DISK]…(P.76)
フロッピーディスクへデータを保存したり、読み込んだりします。

●ジョブ[JOB]…(P.81)
パターンやフレーズの編集を行います。

●エディット[EDIT]…(P.96)
フレーズに録音されている演奏データの修正や、新たなデータの挿
入を行います。

●スプリットパターン[SPLIT]…(P.99)
パターンを分割して複数のパターンに切り分けます。

パターンモードについて/1. パターンを再生する(パターンプレイ)

1. パターンを再生する(パターンプレイ)

パターンを選択して再生します。

[PATTERN]を押してパターンモードに入ると必ずこのページが表示されます。

パターンの再生手順

1. スタイルナンバー、セクションを設定し、再生するパターンを選
択します。

2. [PLAY]を押すとプレイランプが点滅し、パターンが再生されま
す。

3. [STOP]を押すと再生が止まります。

パターン再生中に、パターンプレイページに表示されて
いる各種設定を変更できます。再生中に変更したデータ
は、そのままパターンデータとして保存されます(ユー
ザーパターンの場合)。
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1. パターンを再生する(パターンプレイ)

表示とパラメーター

z スタイルナンバー(STYLE) ............................. [ダイアル1]

x スタイルネーム、cセクション(SEC)
【設定値】
スタイルナンバー P01～P60(プリセットスタイル)、U01～

U50(ユーザースタイル)
スタイルネーム 表示のみ
セクション A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、

L、M、N、O、P

スタイルナンバーとセクションを設定して、再生するパターンを
選びます。
プリセットスタイルではプリセットパターンが、ユーザースタイ
ルではユーザーパターンが選択できます。
プリセットパターンは、設定値の変更を記憶したり内容を作り替
えたりはできません。プリセットパターンを修正したい場合は、
一度ユーザーパターンにコピーしてください。

スタイルとセクションについては、「第1章 基礎知識」
(P.37)をご覧ください。
プリセットパターンの一覧は、「プリセットパターンリ
スト」(リストブック)をご覧ください。

●セクションの設定手順
1. [SECTION]を押して、LEDを点滅させます。

[SECTION]の上のLEDが点滅している間は、キーボード
パッドの白鍵の上のLEDが点灯または点滅します。この
LEDはセクションの次の状態を表しています。

点灯…対応するセクションに演奏データが入っています。
点滅…対応するセクションが選択されています。
消灯…対応するセクションに演奏データが入っていません。

2. キーボードパッドの白鍵を押して、A～Pの16種類のセク
ションを切り替えます。
選択した白鍵のLEDが点滅し、ディスプレイに選択したセク
ションが表示されます。

v ジャンプロケーション(JUMP)....................... [ダイアル2]

【設定値】 OFF、001～256

[STOP]を押したときにジャンプする小節を設定します。
パターンのレングスよりも大きな小節が設定されていると、パ
ターンの最後の小節にジャンプします。
[SHIFT]を押しながら[STOP]を押すと、現在の小節が設定され
ます。

b パッドベロシティ(PAD VELO) ..................... [ダイアル3]

【設定値】 001～127、RND1～RND4(ランダム)

キーボードパッドを演奏したときのベロシティの値を設定しま
す。
1～127では設定した値がそのまま入力されます。
RND1～RND4では、ベロシティがランダムに入力されます。
RND1～4を選ぶと、キーボードパッドを押すたびにベロシティ
がランダムに入力されます。RND1では最もばらつきが少なく
120前後のベロシティがランダムに入力されます。RND2、
3、4の順にばらつきの度合は大きくなり、RND4では1～127
のフルレンジでランダム入力されることになります。

n テンポ(BPM) .................................................... [ダイアル4]

【設定値】 025.0～300.0(BPM)

パターンを再生するテンポを設定します。

[ TAP ]をたたいてテンポを設定する方法もあります
(P.43)。

m トランスポーズ(TRANS)
【設定値】 -36～+36(半音)

パターンを移調して再生します。
半音単位で設定します。12で1オクターブになります。

【手順】
[TRANSPOSE]を押しながらキーボードパッドを押すと、ミ
(SECTION H)の鍵盤を中心にしたトランスポーズが設定され、
ディスプレイに表示されます。
[TRANSPOSE]を押している間は、中心となるミ(SECTION
H)の鍵盤のLEDが点灯し、トランスポーズが設定された鍵盤の
LEDが点滅します。黒鍵が設定されている場合は、両側の白鍵
のLEDが点滅します。
1 オクターブ以上のトランスポーズを設定する場合は、
[TRANSPOSE]を押しながら[OCT DOWN]/[OCT UP]を押し
てオクターブを移動してから白鍵を押します。

セクション

押しながら

z
[ダイアル1]

v
[ダイアル2]

b
[ダイアル3]

n
[ダイアル4]

x c m , .

⁄0

⁄1
⁄2
⁄3

ページナンバー

⁄4



49

2

パ
タ
ー
ン
モ
ー
ド

1. パターンを再生する(パターンプレイ)

ディスプレイ内でカーソルをトランスポーズに移動して
から、[NO -1]/[YES +1]で設定する方法もあります。こ
の場合、[NUM]+キーボードパッドで数値を入力するこ
とができます(P.42)。

, メジャー(MEAS)、.レングス(LENGTH)
【設定値】 メジャー 001～レングス

レングス 001～256

メジャーでは、再生中の小節を表示します。
レングスでは、パターンの長さを設定できます。

[p]/[r]/[f]を操作すると、カーソルの位置に関係
なくメジャーを移動することができます(再生中も可
能)。

⁄0 ベロシティメーター
トラックのデータの有無と再生時のベロシティ、ミュートを表示
します。
: トラックにデータが録音されていることを示します。再生時
には、そのトラックで再生した音符のベロシティの値に応じ
て棒グラフが表示されます。
:トラックがミュート(発音を一時的に止めた状態)されている
ことを示します。
:トラックがソロ(そのトラック以外の発音を一時的に止めた
状態)に設定されていることを示します。

●ミュート/ソロの設定手順
1. ミュートを設定するには、[MUTE]を押してLEDを点滅させ

ます。
ソロを設定するには、[SHIFT]を押しながら[MUTE]を押し
てLEDを点滅させます。

2. キーボードパッドの白鍵を押して、対応するトラックを
ミュート/ソロします。

[MUTE]の上のLEDが点滅している間は、キーボードパッ
ドの白鍵の上のLEDが点灯または点滅します。このLED
はトラックの次の状態を表しています。

点灯 ...... 対応するトラックに演奏データが入ってい
ます。

点滅 ...... 対応するトラックがミュート/ソロされてい
ます。

消灯 ...... 対応するトラックに演奏データが入ってい
ません。
このトラックをミュート/ソロすることはで
きません。

3. [MUTE]を押してLEDを消灯するとソロは解除され、すべて
のトラックが発音します。ミュートは設定されたままで解除
されません。

・ソロの場合

設定したトラックの白鍵のLEDが点滅します。別の白鍵を押
すとソロのトラックが切り替わります。(同時に1つだけ設定
可能です。)

設定したトラックの白鍵のLEDが点滅します。複数のトラッ
クをミュートすることができます。

・ミュートの場合

キーボードパッドの左側の黒鍵を押すと、複数のトラッ
クを同時にミュートできます。
[ALL]の黒鍵ではすべてのトラック、[1～8]の黒鍵ではト
ラック1～8、[9～16]の黒鍵ではトラック9～16がそれぞ
れミュートされます。[BPM]の黒鍵では、すべてのト
ラックのミュートが一度に解除されます。

点滅

押しながら

点滅

⁄1 オクターブ(OCT)
【設定値】 -4オクターブ～+4オクターブ

[OCT DOWN]/[OCT UP]で設定されているキーボードパッド
のオクターブ関係を表示します。
表示の「<」が1つ増えるごとに元の音程よりも1オクターブずつ
下がり、「>」が増えるごとに1オクターブずつ上がります。
[OCT DOWN]と[OCT UP]を同時に押さえると、元の音程に戻
ります。
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2. フレーズを組み合わせてパターンを作る(パッチ)

フレーズを組み合わせてパターンを作成します。

[PATTERN]を何度か押すと、下記のページが表示されます。

表示とパラメーター z フレーズカテゴリー(PHRASE CAT.) .......... [ダイアル1]

x フレーズナンバー(PHRASE NO.) ................ [ダイアル2]

【設定値】
フレーズカテゴリー No Phrase、US(ユーザー)

プリセットフレーズカテゴリーについて
はリストブックをご覧ください。

フレーズナンバー 001～256(値の範囲はフレーズカテゴ
リーによって異なります)

フレーズカテゴリーとフレーズナンバーを設定して、現在選択さ
れているトラックにフレーズを割り当てます。

押しながら

⁄2 トラック(TR)
【設定値】 01～16

設定を変更するトラックを選択します。

●トラックの選択手順
[TRACK]を押しながらキーボードパッドの白鍵を押すと、
LEDが点滅し、その白鍵に対応したトラックが選択された状
態になります。
白鍵の下にはトラック番号が印刷されており、トラックが選
択しやすくなっています。
[TRACK]を押すと、キーボードパッドの白鍵の上のLEDが
点灯または点滅します。このLEDはトラックの次の状態を表
しています。
[TRACK]を押し続けると、キーボードパッドの白鍵の上の
LEDが点灯または点滅します。このLEDはトラックの次の
状態を表しています。

点灯…対応するトラックにデータが入っています。
点滅…対応するトラックが選択されています。
消灯…対応するトラックにデータが入っていません。

ディスプレイ内でカーソルをトラックに移動してから、
[NO -1]/[YES +1]で設定する方法もあります。この場合、
[NUM]+キーボードパッドで数値を入力することができ
ます(P.42)。

⁄3 フレーズ
選択したトラックに入力されているフレーズを表示します。
フレーズの変更は、パッチページで行います(P.50)。

⁄4 拍子
【設定値】 1/16～16/16、1/8～16/8、1/4～8/4

パターンの拍子を設定します。
カーソルを拍子に移動してから、[NO -1]/[YES +1]を押して
設定します。

■ ページナンバー
[PATTERN]の1ページ目であることを示しています。

ユーティリティモードの「ボイスセットアップトゥーTG」
(P.147)がOFFになっていると、ユーザースタイルを選択
してもボイス、ボイスエディット、エフェクトの設定が
変更されません。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

⁄1n m , .

b
⁄0

ページナンバー
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2. フレーズを組み合わせてパターンを作る(パッチ)

c ノートシフト(NOTE SHIFT) ......................... [ダイアル3]

【設定値】 -99～+99(半音)

フレーズに録音されている音符の音程を半音単位で移調します。

ドラムボイスが設定されているフレーズでは、ノートシ
フトによって、演奏されるドラム楽器の種類が変更され
ます。

v テンポ(BPM) .................................................... [ダイアル4]

【設定値】 025.0～300.0(BPM)

パターンを再生するテンポを設定します。

[ TAP ]をたたいてテンポを設定する方法もあります
(P.43)。

b フレーズ
各トラックに割り当てられたフレーズを表示します。フレーズの
割り当ては、[ダイアル1]、[ダイアル2]で行います。
フレーズ枠のイラストは次のことを示しています。

........... データの入っていないユーザーフレーズ
です。

........... パターンのレングス(長さ)よりもフレーズ
の小節数が短い場合です。

.......... パターンのレングス(長さ)よりもフレーズ
の小節数が長い場合です。

n セクション(SEC)
【設定値】 セクション A、B、C、D、E、F、G、H、

I、J、K、L、M、N、O、P

セクションを表示します。

セクションを変更する手順については、「ベーシック編
2. パターンを選んで再生する」(P.21)をご覧ください。

m トランスポーズ(TRANS)
【設定値】 -36～+36(半音)

パターンを移調して再生します。
半音単位で設定します。12で1オクターブになります。

トランスポーズの設定手順については、「ベーシック編
8. パターンを移調する(トランスポーズ)」(P.26)をご覧く
ださい。

, メジャー(MEAS)、.レングス
【設定値】 メジャー 001～レングス

レングス 001～256

メジャーでは、再生中の小節を表示します。
レングスでは、パターンの長さを設定できます。

[p]/[r]/[f]を操作すると、カーソルの位置に関係
なくメジャーを移動することができます(再生中も可
能)。

パターンを作成する手順

1. [UTILITY]を押してシステムページを表示し、[ダイアル4]を回
してメモリープロテクトをオフに設定します(P.145)。

2. [PATTERN]を押してパターンプレイページを表示し、スタイル
ナンバー、セクションを設定して空のユーザーパターンを選択し
ます。
スタイルには名前を付けることができます(P.95)。

3. [PATTERN]を押してパッチページを表示させます。

4. レングスや拍子にカーソルを移動し、[NO -1]/[YES +1]で設
定します。

5. フレーズを割り当てるトラックを選択します(P.43)。

6. [ダイアル1]と[ダイアル2]でフレーズを選択します。
[PLAY]を押すと、演奏を聴きながらフレーズを選択できます。

7. 必要に応じて[ダイアル3]でノートシフトを、[ダイアル4]でテン
ポを設定します。

8. 必要に応じて、サブモード(グルーブ～セットアップ)のパラメー
ターを設定します(各サブモードの説明を参照)。

⁄0 トラック
【設定値】 01～16

トラックを表示します。カーソルのあるトラックが選択されてい
ます。

トラックの選択方法は、「第1章 基礎知識 3. 基本操作」
(P.41)をご覧ください。

⁄1 トラックの状態
各トラックに割り当てられたフレーズのデータの有無や、各ト
ラックの状態を表示します。
: トラックにデータが録音されていることを示します。
: トラックが再生中であることを示します。
:トラックがミュート(発音を一時的に止めた状態)されている
ことを示します。
: トラックがソロ(そのトラック以外の発音を一時的に止めた
状態)に設定されていることを示します。

ミュート/ソロの設定方法は、「1. パターンを再生する　
(パターンプレイ)」(P.49)をご覧ください。

■ ページナンバー
[PATTERN]ボタンの1ページ目であることを示しています。
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3. フレーズを録音する(フレーズレコーディング)

ユーザーフレーズに演奏を録音して、オリジナルのフレーズを作ります。録音方法には、リアルタイムレコーディングとステップレ

コーディング、グリッドステップレコーディングの3通りの方法があります。

フレーズレコーディングのページ

フレーズレコーディングは以下のページで構成されています。

●レコーディングスタンバイ(パターンプレイ)
現在選ばれているフレーズに演奏を録音するための準備を行うペー
ジです。
ループレコーディングやレコーディングタイプ、パッドベロシティ
を設定します。

●レコーディングスタンバイ(パッチ)
フレーズに演奏を録音するための準備を行うページです。
ボイスの選択などを行います。

●リアルタイムレコーディング…(P.54)
RM1xのキーボードパッドやアサイナブルノブ、および外部MIDI機
器の演奏を、そのまま録音する方法です。他のトラックのフレーズ
を再生しながら録音することもできます。

リアルタイムレコーディング:リプレース…(P.54)
すでにデータの入っているトラックに対して、上書きでレコー
ディングを行います。上書きするため、元のデータは消えてしま
います。同じフレーズを何度も録音し直す場合に便利です。

リアルタイムレコーディング:オーバーダブ…(P.54)
すでにデータの入っているトラックに対して、重ねてレコーディ
ングを行います。重ねて録音するため、元のデータは消えませ
ん。これは、あるフレーズをいくつかの部分に分けて重ねて録音
する場合に便利です。

●ステップレコーディング…(P.54)
音符を1つずつ順番に入力していく方法です。鍵盤が演奏できなくて
もユーザーフレーズを作ることができます。
音符の種類を選択してから、ノートパッドで音程を指定して音符を
入力します。

●グリッドステップレコーディング…(P.57)
ステップレコーディングと同様に、音符を1つずつ順番に入力してい
く方法です。
音程を設定してから、ノートパッドで音符を入力するタイミングを
指定して音符を入力します。ドラムやシーケンスフレーズなど、同
じ音程の音符が続くトラックを入力するのに便利な方法です。

レコーディングに入る前には、ユーティリティモードのメモリープロテクトをOFFに設定してあるかご確認ください(P.145)。こ
こがONになっていると録音ができませんのでご注意ください。
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3. フレーズを録音する(フレーズレコーディング)

レコーディングスタンバイ

現在選ばれているユーザーフレーズに演奏を録音するための準備を
行います。

レコーディングスタンバイを表示する手順

1. [PATTERN]を押してパターンプレイを表示させます。

2. フレーズを作成するユーザースタイルのパターンを選択します。

3. [PATTERN]を押してパッチを表示させます。

4. 任意のトラックでユーザーフレーズを選択します。

5. [REC]を押してレコーディングスタンバイの画面を表示させま
す。パターンプレイが表示されている状態で[REC]を押すと、レ
コーディングスタンバイ(パターンプレイ)になります。
パッチが表示されている状態で[REC]を押すと、レコーディング
スタンバイ(パッチ)になります。

表示とパラメーター

レコーディングスタンバイ(パターンプレイ)ページ

ここではレコーディングスタンバイのときにだけ操作できるパラ
メーターを解説します。その他のパラメーターはパターンプレイ
(P.48)をご覧ください。

z ループオン/オフ(LOOP ON/OFF) ............... [ダイアル1]

【設定値】 ON、OFF

ループレコーディングのオン/オフを設定します。
オンでは、リアルタイムレコーディングの際に、フレーズを繰り
返し録音する状態になります。ドラムのレコーディングのよう
に、同じ小節を何度にも分けて入力するときに便利です。
オフでは、フレーズの最後までくると録音が終了する状態になり
ます。

x レコーディングタイプ(REC TYPE) .............. [ダイアル2]

【設定値】 REPL(リプレース)、OVER(オーバーダブ)、
STEP(ステップ)、GRID(グリッドステップ)

録音方法を選択します。

c パッドベロシティ(PAD VELO) ..................... [ダイアル3]

v テンポ(BPM) .................................................... [ダイアル4]

パターンプレイと同じパラメーターです。詳しくはパターンプレ
イ(P.48)をご覧ください。

b レングス(LENGTH)
この設定が、録音するフレーズの小節数になります。
ただし、この設定はレコーディングスタンバイでは変更できませ
ん。あらかじめパターンプレイで設定しておいてください。

たとえば、レングスが8小節のパターンに、1小節を何度
も繰り返すフレーズを新たに作成する場合は、次の手順
で行います。
1. パターンプレイでレングスを1に変更します。
2. 新しいフレーズを録音します。
3. パターンプレイでレングスを8に戻します。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

b

レコーディングスタンバイ(パッチ)ページ

ここではレコーディングスタンバイのときにだけ操作できるパラ
メーターを解説します。その他のパラメーターはパターンプレイ
(P.48)をご覧ください。

z ボイスバンク(BANK) ...................................... [ダイアル1]

x プログラムナンバー(PGM) ............................. [ダイアル2]

【設定値】
ボイスバンク 000 000(GM)、063 000(SyBa&Ld)、

063 001(SyPd&Fx)、063 002(SyMater1)、
063 003(BandInst)、063 004(Cls&Wind)、
063 005(Eth&Perc)、063 006(SFX)、
126 000(DrumKit)、127 000(GM Drum)

プログラムナンバー 001～128
(ボイスバンクによって異なります。)

これから録音するフレーズにボイスを設定します。
ここで設定したボイスは、パターンモードのボイス(P.66)で、
ボイスバンクを「Phrase」に設定したときに有効になります。
ボイスバンクとは、ボイスを種類ごとに分類した区分けのこと
で、MIDIデータのバンクセレクトMSBとLSBで選択します。ボ
イスバンクについて詳しくは「第1章 基礎知識」(P.38)をご覧く
ださい。
プログラムナンバーでは、各ボイスバンク内のボイスを選択しま
す。

c トランスポーズオン/オフ(TRANS ON/OFF)[ダイアル3]

【設定値】 ON、OFF

これから録音するフレーズに対して、トランスポーズの設定を有
効にするかどうかを設定します。
オンに設定すると、トランスポーズの設定によって演奏が移調さ
れます。
オフに設定すると、トランスポーズの設定に関わらず、常に録音
したときの音程で再生されます。
ドラムのフレーズなど、移調しては困るものについてはオフに設
定します。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]
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リアルタイムレコーディング

ユーザーフレーズに、RM1xのキーボードパッドやアサイナブルノ
ブ、または外部MIDIキーボードからの演奏をリアルタイムに録音し
ます。
ここではREPL(リプレース)とOVER(オーバーダブ)を、リアルタイ
ムレコーディングとして説明します。

ステップレコーディング

ユーザーフレーズにノートデータを1ステップずつ録音します。

録音手順(リプレース、オーバーダブ)

1. [PATTERN]を押してパターンプレイを表示させます。

2. ユーザースタイルとセクションを設定し、フレーズを作成するパ
ターンを選択します。

3. [PATTERN]を押してパッチを表示させます。

4. 任意のトラックでユーザーフレーズを選択します。

5. [REC]を押してレコーディングスタンバイ(パッチ)を表示させま
す。

6. [ダイアル1]と[ダイアル2]でボイスを選択します。
必要に応じて[ダイアル3]でトランスポーズのオン/オフを設定し
ます。

7. [PATTERN]を押して再びパターンプレイを表示させます。

8. [ダイアル2]でレコーディング方法をREPLまたはOVERに設定
します。
必要に応じて、[ダイアル1]でループのオン/オフ、[ダイアル3]で
パッドベロシティ、[ダイアル4]でBPM(テンポ)を設定します。

9. [PLAY]を押すとランプが点滅し、カウントの後、録音がスター
トします。

10.キーボードパッドやアサイナブルノブを演奏して録音します。

・ループをオンにしていると、[STOP]を押すまで、何度
も繰り返し録音します。

・入力を間違えた場合は、[SHIFT]を押しながら間違え
たパッド(鍵盤)を押さえると、その音程の音を消すこ
とができます。

・[SHIFT]を押しながらアサイナブルノブを動かすと、動
かしたアサイナブルノブのデータを削除できます。削
除される範囲は、[SHIFT]を押しながらアサイナブルノ
ブを動かしてから、[SHIFT]を離すまでの間です。

11. [STOP]を押すと録音が終了して、パターンプレイ(またはパッ
チ)のページに戻ります。

[SHIFT]と[JOB]を同時に押すと、フレーズジョブの「00
アンドゥー/リドゥー」機能(P.44, P.82)が働き、直前のレ
コーディング操作を取り消すことができるので、リプ
レースで大切なデータを誤って消してしまった場合など
に便利です。

録音手順

1. [PATTERN]を押してパターンプレイを表示させます。

2. ユーザースタイルとセクションを設定し、フレーズを作成するパ
ターンを選択します。

3. [PATTERN]を押してパッチを表示させます。

4. 任意のトラックでユーザーフレーズを選択します。

5. [REC]を押してレコーディングスタンバイ(パッチ)を表示させま
す。

6. [ダイアル1]と[ダイアル2]でボイスを選択します。
必要に応じて[ダイアル3]でトランスポーズのオン/オフを設定し
ます。

7. [PATTERN]を押してレコーディングスタンバイ(パターンプレ
イ)を表示させます。

8. [ダイアル2]でレコーディング方法をSTEPに設定します。

9. [PLAY]を押すとランプが点灯し、ステップレコーディングの
ページが表示されます。

10.イベントタイプで入力するデータの種類を、音符、ピッチベン
ド、コントロールチェンジの中から選択します。

●音符を入力する場合
11. [ダイアル1]で音符を入力する位置、[ダイアル2]で音符の長さ、

[ダイアル3]でキーボードパッドのベロシティ、[ダイアル4]で
ゲートタイムを設定します。

12.キーボードパッドを押して、音符を入力します。
[F1]で休符、[F2]でタイの入力ができます。
[F3]デリートと[F4]バックデリートで入力した音符やデータを
消去します。

[PLAY]を押すとLEDが点滅し、入力中の演奏を再生して
確認することができます。[STOP]を押すと再生が止ま
り、引き続きステップ入力できる状態になります。

13. [STOP]を押すと、録音が終了してパターンプレイに戻ります。

ステップレコーディングでは、鍵盤を離したときに音符
が入力されるので、和音を入力する場合は必要な鍵盤を
すべて押さえ終えてから鍵盤を離します。

●ピッチベンドやコントロールチェンジを入力する場合
11. [ダイアル1]でデータを入力する位置、[ダイアル2]でデータの間

隔、[ダイアル3]でデータの値を設定します。

12.キーボードパッドを押してデータを入力します。どのパッドを押
しても設定したデータが入力されます。ただし、[ダイアル3]を
PADに設定した場合は、キーボードパッドの位置で入力する値
を変化することができます。
[F1]で休符が入力できます。[F3]デリートと[F4]バックデリー
トで入力した音符やデータを消去します。
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z ビートグラフ
ステップレコーディングで実際に音符を置いていく画面です。
4/4拍子の場合、1ページに4拍分の画面が表示され、1拍ずつ
区切って小節数と拍数が表示されます。
ビートグラフ上の1つの◇は32分音符の長さを表します。した
がって8個の◇で4分音符、32個の◇で全音符の長さになりま
す。
たとえば、4/4拍子で、1小節の譜割りが「  」の
場合は、下図のように表示されます。

表示とパラメーター

.
[F1]

⁄0
[F2]

⁄1
[F3]

⁄2
[F4]

x

z

c

v
[ダイアル1]

b
[ダイアル2]

n
[ダイアル3]

,
[ダイアル4]

・イベントタイプがノートの場合

m
[ダイアル3]

・イベントタイプがノート以外の場合

13. [PLAY]を押すとLEDが点滅し、入力中の演奏を再生して確認す
ることができます。[STOP]を押すと再生が止まり、引き続きス
テップ入力できる状態になります。

14. [STOP]を押すと、録音が終了してパターンプレイに戻ります。

[SHIFT]を押しながらダイアルを回すと、数値が10単位
で変化します。数値を大きく変化させるときに便利で
す。

x ポインター
ビートグラフ上で音符を入力する位置を示す三角形の表示です。
[ダイアル1]を回すと、左右に移動します。

c レコードイベントタイプ(EVENT TYPE)
【設定値】 Note(ノート)、PB(ピッチベンド)、

CC[000]～CC[119](コントロールチェンジ)

入力するデータの種類を選択します。
Noteでは、音符を入力します。
PBでは、ピッチベンドチェンジのデータを入力します。
CC[000]～CC[119]では、バンクセレクトやボリューム、パ
ン、エクスプレッションなどのデータの種類をコントロールナン
バーで選択します。
データの種類を変更すると、ダイアルやファンクションボタンの
機能が変化します。

【手順】
カーソルをレコードイベントタイプに移動し、[NO -1]/
[YES +1]で設定を変更します。

v ポインター(POINTER).................................... [ダイアル1]

【設定値】 001:01:000～パターンレングス

音符やデータの入力位置を設定します。
[ダイアル1]を回すと、ポインターが左右に移動します。

b ステップタイム(STEP) ................................... [ダイアル2]

【設定値】
音符で入力する場合 32分音符　 、

16分3連音符　 、16分音符　 、
8分3連音符　 、8分音符　 、
4分3連音符　 、4分音符　 、
2分音符　 、全音符　

数値で入力する場合 0001～9999クロック

入力する音符や休符の長さを設定します。
イベントタイプにPBやCCが設定されている場合は、入力する
データの間隔を設定します。

【手順】
音符で入力する場合 ........ [ダイアル2]を回します。
数値で入力する場合 ........ カーソルを数値に移動し、

[NO -1]/[YES +1]で入力します。

数値は、[NUM]とキーボードパッド、[TAP]の組み合わせ
でも入力できます。詳しくは、「第1章 基礎知識」(P.42)
をご覧ください。

n パッドベロシティ(PAD VELO) ..................... [ダイアル3]

【設定値】 001～127、RND1～4(ランダム)

キーボードパッドを演奏したときのベロシティの値を設定しま
す。
1～127では設定した値がそのまま入力されます。
RND1～RND4では、ベロシティがランダムに入力されます。

m バリュー(VALUE) ............................................ [ダイアル3]

【設定値】 イベントタイプがPB -8192～+8191、PAD
イベントタイプがCC 000～127、PAD

入力するデータの値を設定します。
[ENTER]を押すと設定した値が入力されます。
PADに設定すると、キーボードパッドで直接データを入力でき
ます。
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【手順】
●イベントタイプがPBの場合
イベントタイプがPBの場合は、-8192～+8191の値がキー
ボードパッドに割り当てられます。
[OCT UP]を押さえながら一番左側の白鍵(ミ)を押さえると
±0000が入力でき、半音ずつ鍵盤を上がるごとに約341ずつ
値が増加して、一番右側から2番目の白鍵(ミ)では+8191(最大
値)が入力できます。

, ゲートタイム(GATE TIME) ........................... [ダイアル4]

【設定値】 001%～200%

入力する音符のスラーやスタッカートなどの設定を行います。
ゲートタイムとは、実際に音が鳴っている時間を意味する言葉で
す。同じ4分音符を演奏する場合でも、スタッカートとスラーで
は音が鳴っている時間が異なります。
ここでは、ゲートタイムを、ステップタイムに対する%で設定す
る仕組みになっています。
この設定が50%でスタッカート、80～90%で通常の演奏、
99%でスラーになります。

. 休符(Rest) .................................................................. [F1]
[F1]を押すと、ステップタイムで設定した長さの休符が入力さ
れ、ポインターが移動します。ただし休符はビートグラフには表
示されません。

RM1xには休符を示すデータはありません。ですから休
符の入力とは、音符を入力せずにポインターを移動して
いるのと同じことになります。

⁄0 タイ(Tie) ...................................................................... [F2]
[F2]を押すと、直前に入力した音符がステップタイム分だけ伸
びます。たとえば下記の楽譜では、qの音を(ステップタイムを
4分音符にして)入力してから、ステップタイムを8分音符に変え
て[F2]を押すと、wの音が入力されます。

付点音符もタイを使って入力できます。たとえば付点4分音符
は、ステップタイムを8分音符にして音を入力してから、その直
後に[F2]を2回押します。

●イベントタイプがCCの場合
イベントタイプがCCの場合は、000～127の値がキーボード
パッドに割り当てられます。
一番左側の白鍵(ミ)を押さえると000が入力でき、半音ずつ鍵盤
を上がるごとに約5～6ずつ値が増加して、一番右側から2番目
の白鍵(ミ)では127が入力できます。

[OCT DOWN]を押さえながら一番右側から2番目の白鍵(ミ)を
押さえると±0000が入力でき、半音ずつ鍵盤を下がるごとに
約341ずつ値が減少して、一番左側の白鍵(ミ)では-8192(最小
値)が入力できます。

単にキーボードパッドだけを押さえた場合は、セクションHの白
鍵(ミ)を中心(±0000)にして、半音上がるごとに入力できる値
が約341ずつ増加し、半音下がるごとに減少します。一番右側
から2番目の白鍵(ミ)では+4096、一番左側の白鍵(ミ)では
-4096が入力できます。

⁄1 デリート(Delete) ....................................................... [F3]
ポインターの示している位置にある音符をすべて削除します。

000 127
半音上がるごとに約5～6ずつ増加押しながら

±0000 +8191
半音上がるごとに約341ずつ増加

押しながら

-8192 ±0000
半音下がるごとに約341ずつ減少

-4096 +4096±0000
半音下がるごとに
約341ずつ減少

半音上がるごとに
約341ずつ増加
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⁄2 バックデリート(BkDelete) ...................................... [F4]
ポインターを1ステップタイム分だけ戻し、その位置にある音符
をすべて削除します。

間違えた音符を入力した場合、ステップタイムを変えず
に[F4]を押すと、入力前と同じ状態に戻ります。

グリッドステップレコーディング

ステップレコーディングと同様に、ユーザーフレーズにノートデー
タを1ステップずつ録音する画面です。グリッドステップレコーディ
ングでは、先に音程を設定してから、入力する位置をノートパッド
で指定して音符を入力します。ドラムやシーケンスフレーズなど、
同じ音程の音符が続くトラックを入力するのに便利な方法です。

録音手順

1. [PATTERN]を押してパターンプレイを表示させます。

2. ユーザースタイルとセクションを設定し、フレーズを作成するパ
ターンを選択します。

3. [PATTERN]を押してパッチを表示させます。

4. 任意のトラックでユーザーフレーズを選択します。

5. [REC]を押してレコーディングスタンバイ(パッチ)を表示させま
す。

6. [ダイアル1]と[ダイアル2]でボイスを選択します。
必要に応じて[ダイアル3]でトランスポーズのオン/オフを設定し
ます。

7. [PATTERN]を押してレコーディングスタンバイ(パターンプレ
イ)を表示させます。

8. [ダイアル2]でレコーディング方法をGRIDに設定します。

9. [PLAY]を押すとランプが点灯し、グリッドステップレコーディ
ングのページが表示されます。

10. [ダイアル1]で入力する音符の音程を設定します。
必要に応じて、[ダイアル2]でゲートタイム、[ダイアル3]でパッ
ドベロシティを設定します。

11.キーボードパッドの白鍵で、音符を入力する位置(グリッド)を設
定します。
グリッドとは、1小節を16分音符単位に16分割したもので、
キーボードパッドの白鍵が各グリッドに対応しています。左端の
白鍵が1拍目の頭のグリッドで、4つごとに2拍目、3拍目とな
ります。
音符を入力したいグリッドの白鍵を押すと、LEDが点灯して音
符が入力されます。同じ鍵盤を押してLEDを消すと、音が削除
されます。
5/4拍子など、1小節のグリッド数が16個以上ある場合は、
[OCT UP]を押して5拍目以降の音符を入力します。[OCT
DOWN]を押すと、再び1～4拍目を入力する状態に戻ります。

たとえば、4/4拍子で、1小節の譜割りが「  」の
場合は、下図のように入力します。

表示とパラメーター

z 音程(NOTE) ...................................................... [ダイアル1]

【設定値】 C-2～G8

入力する音符の音程を設定します。
[ダイアル1]で設定できるほか、[SHIFT]を押しながらキーボー
ドパッドを押して設定することもできます。

x ゲートタイム(GATE TIME) ........................... [ダイアル2]

ステップレコーディングと同じパラメーターです。詳しくはス
テップレコーディング(P.56)をご覧ください。

c パッドベロシティ(PAD VELO) ..................... [ダイアル3]

v テンポ(BPM) .................................................... [ダイアル4]

パターンプレイと同じパラメーターです。詳しくはパターンプレ
イ(P.48)をご覧ください。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

フレーズが2小節以上ある場合は、[f]を押して小節を進めま
す。

12. [PLAY]を押すとLEDが点滅し、入力中の演奏を再生して確認す
ることができます。[STOP]を押すと再生が止まり、引き続き入
力できます。

13. [STOP]を押すと、録音が終了してパターンプレイに戻ります。
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グルーブを設定して、パターンの演奏にグルーブ感をつけるサブモードです。

グルーブは、ノートデータの発音タイミングとゲートタイム、ベロシティを一定のルール(グリッドグルーブ)に従わせることで、パ

ターンに微妙なノリやグルーブ感を付け加える機能です。グルーブを設定することで、プリセットパターンのグルーブ感を自由に変

更したり、面白味に欠ける機械的なパターンをドライブ感のある音楽的なデータに作り替えたりすることができます。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[GROOVE]を押すと、グルーブのグリッドグルーブページが表示されます。

● パラメーターの変更がリアルタイムに演奏に反映されるため、パ
ターンを再生しながら設定を次々と変更して最適なポイントを見
つけるといった感覚的な操作が可能です。

● プリセットフレーズにも効果をつけることができます。
直接は演奏を変更できないプリセットフレーズも、グルーブを使
えば間接的に演奏を変更することができます。

● グルーブの設定を後からフレーズデータに反映させることができ
ます。
グルーブの設定をフレーズデータに反映させるには、次の2つの
方法があります。
・ パターンジョブのノーマライズプレイエフェクト(P.93)を実

行する
・ リアルタイムレコーディングのオーバーダブ(P.54)を実行す

る

選択されているトラックにプリセットフレーズが割り当
てられている場合は、リアルタイムレコーディングの
オーバーダブは実行できません。パターンジョブのノー
マライズプレイエフェクトは実行できます。

● グルーブは、トラックごとに異なった設定にすることができま
す。
バスドラムとスネアドラムのリズムのノリを変えるなど、各ト
ラックに最適なグルーブ感を設定できます。

● ユーザースタイルでは、16トラック分のグルーブが、スタイル
ごとに記憶されます。
1度設定したグルーブは、保存の操作をとらなくてもスタイルご
とに記憶され、スタイルを変更するとグルーブの設定も自動的に
切り替わります。
メモリープロテクト(P.145)がONの場合や、プリセットスタイ
ルの場合は、設定したグルーブは、スタイルを切り替えた時点で
消えてしまいます(保存はできません)。

グリッドグルーブを設定する手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[GROOVE]を押して、グリッ
ドグルーブのページを表示させます。

2. [TRACK]を押しながらキーボードパッドの白鍵を押して、設定
を行うトラックを選択します。

3. キーボードパッドの白鍵を押して、グルーブの設定を行うグリッ
ドを選択します。
グリッドとは、1小節を16分音符単位に16分割したもので、
キーボードパッドの白鍵が各グリッドに対応しています。左端の
1の白鍵が1拍目の頭のグリッドで、4つごとに2拍目、3拍目と
なります。
グルーブの設定を行うグリッドの白鍵を押すと、LEDが点灯し
て設定を変更できる状態になります。同じ鍵盤をもう一度押すと
LEDが消え、指定が解除されます。
複数の白鍵を順に押してLEDを点灯させ、同時に複数のグリッ
ドの設定を変更することもできます。[SHIFT]を押しながら白鍵
を押すと、目的のグリッドだけを選択できます。

グルーブのポイント

● オリジナルデータを壊すことなく、音程、発音タイミング、ゲー
トタイム、ベロシティに変化を付けて、パターンのグルーブ感を
変更することができます。

4. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、選択されたグリッドのグ
ルーブの各設定を変更します。

5. [EXIT]を押すと、パターンプレイ(またはパッチ)に戻ります。

[SHIFT]を押しながらダイアルを回すと、数値が10単位
で変化します。数値を大きく変化させるときに便利で
す。

フレーズデータ グリッドグルーブ 音源

4. パターンにグルーブ感をつける(グルーブ)

選択されたグリッドは、ディスプレイにも表示されま
す。この例では、それぞれの拍の頭のタイミングを選ん
でいます。
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4. パターンにグルーブ感をつける(グルーブ)

表示とパラメーター

z ノートオフセット(NOTE OFFSET) .............. [ダイアル1]

【設定値】 -99  ～+99 

指定したグリッドにある音符の音程を、半音単位で上下します。

x クロックシフト(CLOCK SHIFT) .................. [ダイアル2]

【設定値】 -120  ～+120 

指定したグリッドにある音符の発音タイミングを、クロック単位
で前後に移動します。

c ゲートオフセット(GATE OFFSET) .............. [ダイアル3]

【設定値】 -120  ～+120 

指定したグリッドにある音符のゲートタイムを、クロック単位で
増減します。

v ベロシティオフセット(VELO OFFSET) ...... [ダイアル4]

【設定値】 -127  ～+127 

指定したグリッドにある音符のベロシティを増減します。

b トラック(TR)
【設定値】 TR01～16

グルーブを設定するトラックを指定します。
トラックを指定する方法については、「第1章 基礎知識」(P.43)
をご覧ください。

n グリッド(GRID)
【設定値】 01～16

現在指定しているグリッドを表示します。複数のグリッドが指定
されているときは、最も数字の小さいグリッドを表示します。

はグリッドが選択されていない状態にを示します。

・グリッドグルーブの画面ではキーボードパッドを押し
て発音させることはできません。

・また、ソロのトラックを変更することはできません。

グルーブの設定をリアルタイムレコーディングの
オーバーダブでフレーズデータに反映させる手順

グルーブを設定したトラックにユーザーフレーズが割り当てられて
いる場合、次の手順でグルーブの設定をフレーズデータに反映させ
ることができます。

1. グルーブを設定します。

2. [PATTERN]を押してパターンプレイページを表示させます。

3. [REC]を押してレコーディングスタンバイにします。

4. [ダイアル2]を回してレコーディングタイプを「OVER」(オーバー
ダブ)に設定します。

5. [PLAY]を押して、レコーディングをスタートします。

6. フレーズの最後までレコーディングが終わったら、[STOP]を押
してレコーディングを終了します。

これで、グルーブの設定がユーザーフレーズに反映され、そのト
ラックのグルーブの設定は初期化されました。

・レコーディング中にキーボードパッドやダイアル、ア
サイナブルノブなどを操作したり、外部MIDI機器から
MIDIデータを送信すると、すべてフレーズに録音され
ます。

・メモリープロテクトがオンに設定されていると、
[REC]を押したときに「Memory Protect」と表示され、
レコーディングスタンバイに入ることができません。
そのときは、ユーティリティモードでメモリープロテ
クト(P.145)をオフに設定した後、もう一度、上記の手
順2から操作してください。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

nb
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プレイエフェクトを設定する手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[PLAY FX]を押して、プレイ
エフェクトのハーモナイズのページを表示させます。

2. [TRACK]を押しながらキーボードパッドの白鍵を押して、設定
を行うトラックを選択します。

3. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

4. ハーモナイズのページからもう一度[PLAY FX]を押すとプレイ
エフェクトのページになります。

5. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

6. [EXIT]を押すとハーモナイズのページに戻り、もう一度[EXIT]
を押すとパターンプレイ(またはパッチ)に戻ります。

・[SHIFT]を押しながらダイアルを回すと、数値が10単
位で変化します。数値を大きく変化させるときに便利
です。

・アサイナブルノブのPLAY FXを使うと、ハーモナイズ
やプレイエフェクトのページを表示しなくても各設定
を変更することができます(ユニゾン以外)。

5. パターンを間接的に修正する(プレイエフェクト)

表示とパラメーター

[1]ハーモナイズページ

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

ページナンバー セクショントラックナンバー トランスポーズ

5. パターンを間接的に修正する(プレイエフェクト)

プレイエフェクトの設定をして、パターンを演奏する際に、一時的にゲートタイムやベロシティを変更したり、音にハーモニーをつ

けて音を厚くしたりするサブモードです。ハーモナイズとプレイエフェクトの2つのページがあります。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[PLAY FX]を押すとプレイエフェクトに入ります。

プレイエフェクトのポイント

● オリジナルデータを壊すことなく、発音タイミング、ゲートタイ
ム、ベロシティに変化を付けてパターンの演奏を変更したり、ユ
ニゾン、オクターバー、ハーモナイズを設定して音に厚みを付加
したりできます。

● プレイエフェクトは、トラックごとに異なった設定にすることが
できます。

● ユーザースタイルでは、16トラック分のプレイエフェクトが、
スタイルごとに記憶されます。
1度設定したプレイエフェクトは、保存の操作をとらなくてもス
タイルごとに記憶され、スタイルを変更するとプレイエフェクト
の設定も自動的に切り替わります。
メモリープロテクト(P.145)がONの場合や、プリセットスタイ
ルの場合は、設定したプレイエフェクトは、スタイルを切り替え
た時点で消えてしまいます(保存はできません)。

● パラメーターの変更がリアルタイムに演奏に反映されるため、パ
ターンを再生しながら設定を次々と変更して最適なポイントを見
つけるといった感覚的な操作が可能です。

● プリセットフレーズにも効果をつけることができます。
直接は演奏を変更できないプリセットフレーズも、プレイエフェ
クトを使えば間接的に演奏を変更することができます。

● プレイエフェクトの設定を後からフレーズデータに反映させるこ
とができます。
グルーブの設定をフレーズデータに反映させるには、次の2つの
方法があります。
・ パターンジョブのノーマライズプレイエフェクト(P.93)を実

行する
・ リアルタイムレコーディングのオーバーダブ(P.54)を実行す

る

選択されているトラックにプリセットフレーズが割り当
てられている場合は、プレイエフェクトの設定を反映さ
せることはできません。プリセットフレーズにプレイエ
フェクトの設定を反映させたいときは、プリセットフ
レーズを一度ユーザーフレーズにコピーし、トラックに
割り当てるフレーズをコピー先のユーザーフレーズに変
更してから上記の方法を実行します。

● ユニゾン、オクターバー、ハーモナイズは、音源の同時発音数を
消費します。
消費される同時発音数は、オクターバー、ハーモナイズ1/2では
各1音(2エレメント使用ボイスの場合は2音)、ユニゾンでは設定
値と同数(2エレメント使用ボイスの場合は倍の音数)になりま
す。
たとえば、ユニゾンに×8が設定されている場合は、同時発音数
を8音(2エレメント使用ボイスの場合は16音)消費することにな
ります。
ユニゾン、オクターバー、ハーモナイズを含めた全トラックの同
時発音数が、RM1xの最大同時発音数32音を越えないようにし
てください。最大同時発音数については、「第1章 基礎知識」
(P.38)をご覧ください。

フレーズデータ プレイエフェクト 音源
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[2]プレイエフェクトページ

ここではハーモナイズページのときにだけ操作できるパラメーター
を解説します。その他のパラメーターはパターンプレイ(P.48)をご
覧ください。

z ユニゾン(UNISON) ......................................... [ダイアル1]

【設定値】 OFF、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8

フレーズに録音されているノートデータと全く同じデータを、同
じタイミングで重ねて再生することで、再生音を変化させる機能
です。
同じデータを同じタイミングで複数再生すると、再生のタイミン
グがほんのわずかずれるために、位相の異なった音がミックスさ
れることになり、フランジング効果を起こして音色が変化しま
す。

x オクターバー(OCTAVER) .............................. [ダイアル2]

【設定値】 -10～-1、OFF、+1～+10

フレーズに録音されているノートデータに、設定したオクターブ
の音を付加して音を厚くします。

c ハーモナイズ1(HARMONIZE1)................... [ダイアル3]

v ハーモナイズ2(HARMONIZE2)................... [ダイアル4]

【設定値】 -99～-1、OFF、＋1～+99

フレーズに録音されているノートデータに、同じデータを移調し
たものを重ねて和音にし、音を厚くします。2つのハーモナイズ
を使って、2種類の音程のデータを重ねることができます。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

ページナンバー セクショントラックナンバー トランスポーズ

1:1:000 2:1:000 1:1:000 2:1:000

-480

この3つの音符は先頭に集まる 和音になっている

ここではプレイエフェクトページのときにだけ操作できるパラメー
ターを解説します。その他のパラメーターはパターンプレイ(P.48)
をご覧ください。

z ビートストレッチ(BEAT STRETCH) .......... [ダイアル1]

【設定値】 25%、33%、50%、66%、75%、100%、125%、
150%、200%、300%、400%

フレーズの長さを一定の割合で圧縮/伸張して再生します。圧縮/
伸張の割合は、拍子の基準になっている音符に対する%で設定し
ます。フレーズを構成する音符も設定した%で圧縮/伸張されま
す。50%で全体が半分の長さに圧縮され、200%で全体が倍の
長さに伸張されます。100%のときは元のフレーズのまま変わ
りません。

x クロックシフト(CLOCK SHIFT) .................. [ダイアル2]

【設定値】 -480～+480

フレーズに録音されているノートデータの発音タイミングをク
ロック単位で前後に移動します。

曲の先頭より前にデータを移動することはできません。
設定値をマイナスの値にしたとき、曲の先頭より前に移
動することになるデータは曲の先頭に集まります。たと
えば、下図のようなデータが入力されているときにク
ロックシフトを-480(1拍)に設定すると、先頭から3つの
8分音符が先頭位置に集まります。

5. パターンを間接的に修正する(プレイエフェクト)

c ゲートタイムレイト(GATE TIME) ................ [ダイアル3]

【設定値】 000％～200％

フレーズに録音されているノートデータのゲートタイムに一定の
値(レイト)をかけて変化します。

変更後のゲートタイムが0以下になる場合は、1に設定さ
れます。

v ベロシティオフセット(VELO OFFSET) ...... [ダイアル4]

【設定値】 -127～+127

フレーズに録音されているノートデータのベロシティに一定の値
(オフセット)を加えて変化します。

変更後のベロシティが0以下になる場合は1に、128以上
になる場合は127に設定されます。

(Gate)

(Gate)

(Gate)

元のデータ
(設定値＝100％)

設定値＝50％

設定値＝200％

(Vel)

(Vel)

(Vel)

96 64 48 32

76 44 28 12

116 84 68 52

元のデータ

設定値＝-20

設定値＝+20
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MIDIディレイのかかり方を設定して、パターンに特殊なディレイ効果をつけるサブモードです。

MIDIディレイは、フレーズに録音されているノートデータと同じデータを、元のデータから遅れて何度も再生することで、エフェ

クトのディレイと同様の効果を作る機能です。エフェクトのディレイに対して、より特殊な効果を出すことができます。

ディレイとフィードバックの2つのページがあります。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[MIDI DELAY]を押すと、MIDIディレイページが表示されます。

MIDIディレイのポイント

● エフェクトのディレイとは異なり、MIDIデータを付加すること
でディレイを作成しているため、ディレイ音の音程やベロシ
ティ、ゲートタイムを自由に変更できるほか、フィードバックク
ロックによる特殊な効果も再現できます。
たとえば、ディレイ音の音程を半音や全音単位で上行(下行)させ
たり、ディレイ音の音量を徐々に大きく(小さく)したりといっ
た、エフェクトのディレイでは再現できないディレイ効果を作成
することができます。また、フィードバッククロックを設定する
ことで、ディレイタイムを徐々に長く(短く)するといった特殊な
効果も演出できます。

● MIDIディレイは、ディレイタイムをクロックで設定するため、
8分音符や16分音符といった音符単位のディレイが簡単に作り
出せます。
通常のディレイではディレイタイムをms(秒/1000)単位で設定
するため、音符単位のディレイを作成するのに面倒な計算と細か
い設定が必要です。また、曲の途中でテンポが変更されると、
ディレイタイムをテンポに合わせて変更する操作も必要になりま
す。
MIDIディレイでは、ディレイタイムをクロック単位で設定する
ため面倒な計算をする必要がなくなり、曲の途中でテンポが変
わってもディレイタイムの設定を変更する必要もなくなりまし
た。

● MIDIディレイは、音源を鳴らしてディレイ音を作成しているた
め、音源の同時発音数を消費します。
エフェクトのディレイと異なり、MIDIディレイはMIDIデータに
よって音源を発音してディレイ音を作成しているため、音源の同
時発音数を1音(2エレメント使用ボイスの場合は2音)消費しま
す。ディレイ音を含めた全トラックの同時発音数が、RM1xの最
大同時発音数32音を越えないようにしてください。最大同時発
音数については、「第1章 基礎知識」(P.38)をご覧ください。

● MIDIディレイは、トラックごとに異なった設定にすることがで
きます。

● ユーザースタイルでは、16トラック分のMIDIディレイの設定
が、スタイルごとに記憶されます。
1度設定したMIDIディレイは、保存の操作をとらなくてもスタ
イルごとに記憶され、スタイルを変更するとMIDIディレイの設
定も自動的に切り替わります。
メモリープロテクト(P.145)がONの場合や、プリセットスタイ
ルの場合は、設定したMIDIディレイは、スタイルを切り替えた
時点で消えてしまいます(保存はできません)。

● リアルタイムレコーディングのオーバータブで、MIDIディレイ
の設定をデータに反映させることができます。

6. パターンに特殊なディレイ効果をつける(MIDIディレイ)

5. パターンを間接的に修正する(プレイエフェクト)/6. パターンに特殊なディレイ効果をつける(MIDIディレイ)

プレイエフェクトの設定をリアルタイムレコーディングの
オーバーダブでフレーズデータに反映させる手順

プレイエフェクトを設定したトラックにユーザーフレーズが割り当
てられている場合、次の手順でプレイエフェクトの設定をフレーズ
データに反映させることができます。

1. グルーブを設定します。

2. [PATTERN]を押してパターンプレイページを表示させます。

3. [REC]を押してレコーディングスタンバイにします。

4. [ダイアル2]を回してレコーディングタイプを「OVER」(オーバー
ダブ)に設定します。

5. [PLAY]を押して、レコーディングをスタートします。

6. フレーズの最後までレコーディングが終わったら、[STOP]を押
してレコーディングを終了します。

これで、プレイエフェクトの設定がユーザーフレーズに反映され、
そのトラックのグルーブの設定は初期化されました。

・レコーディング中にキーボードパッドやダイアル、ア
サイナブルノブなどを操作したり、外部MIDI機器から
MIDIデータを送信すると、すべてフレーズに録音され
ます。

・メモリープロテクトがオンに設定されていると、
[REC]を押したときに「Memory Protect」と表示され、
レコーディングスタンバイに入ることができません。
そのときは、ユーティリティモードでメモリープロテ
クト(P.145)をオフに設定した後、もう一度、上記の手
順2から操作してください。
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6. パターンに特殊なディレイ効果をつける(MIDIディレイ)

MIDIディレイを設定する手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[MIDI DELAY]を押して、MIDI
ディレイのディレイページを表示させます。

2. [TRACK]を押しながらキーボードパッドの白鍵を押して、設定
を行うトラックを選択します。

3. [ダイアル1]～[ダイアル3]を回して、設定を変更します。

4. ディレイのページからもう一度[MIDI DELAY]を押すとフィード
バックのページになります。

5. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

6. [EXIT]を押すとディレイのページに戻り、もう一度[EXIT]を押
すとパターンプレイ(またはパッチ)に戻ります。

・[SHIFT]を押しながらダイアルを回すと、数値が10単
位で変化します。数値を大きく変化させるときに便利
です。

・ディレイページのディレイレベルについては、アサイ
ナブルノブを使うと、ディレイページを表示しなくて
も操作することができます。

ここではディレイページのときにだけ操作できるパラメーターを解
説します。その他のパラメーターはパターンプレイ(P.48)をご覧く
ださい。

z ディレイタイム(DELAY TIME) ..................... [ダイアル1]

【設定値】 0030～1920(クロック)

ディレイタイムを設定します。ディレイタイムとは、元のデータ
とディレイ用のデータとの遅れの間隔を、クロック数(480＝4
分音符)で表した時間です。
カーソルをもっていくと、[NO -1]/[YES +1]や[NUM]を使っ
て1クロックずつ変更できます。

x ディレイレベル(DELAY LEVEL) .................. [ダイアル2]

【設定値】 000～127(％)

ディレイ用のベロシティを％で設定します。

c リピートタイム(REPEAT TIMES) ............... [ダイアル3]

【設定値】 00～64

ディレイデータが繰り返す回数を設定します。

[2]フィードバックページ

ここではフィードバックページのときにだけ操作できるパラメー
ターを解説します。その他のパラメーターはパターンプレイ(P.48)
をご覧ください。

z フィードバックベロシティ
(FB VELOCITY) .............................................. [ダイアル1]

【設定値】 -127～+127

ディレイデータが何度か繰り返し再生される場合の、ディレイ
データのベロシティが変化する度合いを、ベロシティの増減値で
設定します。
たとえば、この設定が+10で元のデータのベロシティが100の
とき、ディレイレベルを60に設定しているとすると、1回目の
ディレイデータのベロシティは60、2回目は70、3回目は80
となります。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバー セクショントラックナンバー トランスポーズ
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[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバー セクショントラックナンバー トランスポーズ
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[ダイアル4]

表示とパラメーター

[1]ディレイページ

x フィードバックノート(FB NOTE) ................. [ダイアル2]

【設定値】 -24～+24、RND

ディレイデータが何度か繰り返し再生される場合の、ディレイ
データの音程が変化する度合いを、半音単位の数値で設定しま
す。
たとえば、この設定が+1で元のデータの音程がC3(ド)のとき、
1回目のディレイデータはC#3(ド#)、2回目はD3(レ)、3回目は
D#3(レ#)になります。
RND(ランダム)に設定すると、ディレイ音の音程がランダムに
変更されます。

ベロシティ�

元のデータ�

ディレイ�
レベル�

60

10

10

ディレイデータ�
(リピートタイム=3)

ディレイタイム�

フィードバック�
ベロシティ�

時間�

ベロシティ�

元のデータ�
ディレイデータ�

C3(ド)

半音�

C#3(ド#) D3(レ) D#3(レ#) 時間�

半音� 半音�
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6. パターンに特殊なディレイ効果をつける(MIDIディレイ)

v フィードバッククロック(FB CLOCK).......... [ダイアル4]

【設定値】 -100～+100(%)

ディレイデータが何度か繰り返し再生される場合に、ディレイタ
イムが変化する度合いを設定します。ディレイタイムは、以下の
計算式で変更されます。

2回目以降のディレイタイム=
直前のディレイタイム+(直前のディレイタイム×設定値)

たとえば、この設定が-50%でディレイタイムが120クロック
のとき、1回目のディレイタイムは120クロック、2回目のディ
レイタイムは60クロック、3回目のディレイタイムは30クロッ
クになります。

ベロシティ�

元のデータ�
ディレイデータ�

ディレイタイム�
120

時間�

2回目の�
ディレイタイム�

60

3回目の�
ディレイタイム�
30

c フィードバックゲートタイム
(FB GATE TIME) ............................................ [ダイアル3]

【設定値】 -100～+100(%)

ディレイデータが何度か繰り返し再生される場合の、ディレイ
データのゲートタイムを変更する度合いを設定します。ディレイ
データのゲートタイムは、以下の計算式で変更されます。

1回目のディレイデータのゲートタイム=
元のゲートタイム+(元のゲートタイム×設定値)

2回目以降のディレイデータのゲートタイム=
直前のディレイデータのゲートタイム+
(直前のディレイデータのゲートタイム×設定値)

たとえば、この設定が-50%で元のデータのゲートタイムが
240クロックのとき、1回目のゲートタイムは120クロック、
2回目は60クロック、3回目は30クロックになります。

ベロシティ�

元のデータ�
ディレイデータ�

240 120 60 30 時間�

MIDIディレイの設定をリアルタイムレコーディング
のオーバーダブでフレーズデータに反映させる手順

MIDIディレイを設定したトラックにユーザーフレーズが割り当てら
れている場合、次の手順でプレイエフェクトの設定をフレーズデー
タに反映させることができます。

1. MIDIディレイを設定します。

2. [PATTERN]を押してパターンプレイページを表示させます。

3. [REC]を押してレコーディングスタンバイにします。

4. [ダイアル2]を回してレコーディングタイプを「OVER」(オーバー
ダブ)に設定します。

5. [PLAY]を押して、レコーディングをスタートします。

6. フレーズの最後までレコーディングが終わったら、[STOP]を押
してレコーディングを終了します。

これで、MIDIディレイの設定がユーザーフレーズに反映され、その
トラックのMIDIディレイレベルが0になります。

・レコーディング中にキーボードパッドやダイアル、ア
サイナブルノブなどを操作したり、外部MIDI機器から
MIDIデータを送信すると、すべてフレーズに録音され
ます。

・メモリープロテクトがオンに設定されていると、
[REC]を押したときに「Memory Protect」と表示され、
レコーディングスタンバイに入ることができません。
そのときは、ユーティリティモードでメモリープロテ
クト(P.145)をオフに設定した後、もう一度、上記の手
順2から操作してください。
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7. アルペジオ演奏の設定をする(アルペジオ)

アルペジオのかかり方を設定するサブモードです。

アルペジオとは、分散和音を自動演奏する機能です。特にダンス系やテクノ系の音楽には欠かすことのできない効果的なサウンドを

演出します。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[ARPEGGIO]を押すと、アルペジオのアルペジオセッティングのページが表示されます。

アルペジオのポイント

● アルペジオの演奏は、リアルタイム録音でフレーズに録音するこ
とができます。

● アルペジオの演奏にもプレイエフェクト(PLAY FX)の効果がか
かります。
これにより無限のアルペジオパターンが作り出せます。

● アルペジオの設定は全トラック共通です。

● ユーザースタイルでは、アルペジオの設定が、スタイルごとに記
憶されます。
1度設定したアルペジオは、保存の操作をとらなくてもスタイル
ごとに記憶され、スタイルを変更するとアルペジオの設定も自動
的に切り替わります。
メモリープロテクトがONの場合や、プリセットスタイルの場合
は、設定したアルペジオは、スタイルを切り替えた時点で消えて
しまいます(保存はできません)。

アルペジオ演奏を行う手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[ARPEGGIO ON]を押して
LEDを点灯させます(LEDの点灯している状態がアルペジオ=オ
ンです)。

2. キーボードパッドを押さえると、アルペジオ演奏が始まります。

3. アルペジオセッティングページのホールドがオフのときは、キー
ボードパッドを離せばアルペジオ演奏は止まります。
ホールドがオンのときは、[ARPEGGIO ON]を押してLEDを消
灯(アルペジオ=オフ)すると、アルペジオ演奏は止まります。

アルペジオを設定する手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[ARPEGGIO]を押して、アル
ペジオのアルペジオセッティングのページを表示させます。

2. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

3. [EXIT]を押すとパターンプレイ(またはパッチ)に戻ります。

7. アルペジオ演奏の設定をする(アルペジオ)

表示とパラメーター

ここではアルペジオセッティングのときにだけ操作できるパラメー
ターを解説します。その他のパラメーターはパターンプレイ(P.48)
をご覧ください。

z アルペジオタイプ(TYPE)................................ [ダイアル1]

【設定値】 OFF、UP、DOWN、ALTER1、ALTER2、RANDOM

和音を分散してアルペジオを作る方法を選びます。

OFF ................ 分散和音にはなりません。

UP .................. ソートがオンになっている場合は、音程の低い音
から高い音に向かって和音が分散します。ソート
がオフになっている場合は、はじめに押さえた鍵
盤から後で押さえた鍵盤に向かって和音が分散し
ます。

DOWN ........... ソートがオンになっている場合は、音程の高い音
から低い音に向かって和音が分散します。ソート
がオフになっている場合は、後で押さえた鍵盤か
らはじめに押さえた鍵盤に向かって和音が分散し
ます。

ALTER1 ........ UPとDOWNを順番に繰り返します。UPと
DOWNの折り返しの音を1回ずつ演奏します。

ALTER2 ........ UPとDOWNを順番に繰り返します。UPと
DOWNの折り返しの音を2回ずつ演奏します。

RANDOM ..... ランダムに分散します。

x ソート(SORT) .................................................. [ダイアル2]

【設定値】 OFF、ON

和音の構成音を、一度音程の順に並べなおしてから分散するかど
うかを設定します。
オンに設定すると、音程の順に並べなおしてから分散します。一
般的な状態です。
オフに設定すると、音程の順に並べなおしません。そのため、鍵
盤を押さえる順番を変えることで、同じ和音でも異なったアルペ
ジオ演奏を行うことができます。

c ホールド(HOLD) .............................................. [ダイアル3]

【設定値】 OFF、ON

キーボードパッドから指を離したときに、アルペジオ演奏を続け
るかどうかを設定します。

v オクターブレンジ(OCT RANGE) ................. [ダイアル4]

【設定値】 1～4

アルペジオ演奏の音程の範囲を、オクターブ単位で設定します。

アルペジオ演奏中にリアルタイムレコーディングを開始
させると、カウントなしで録音が始まります。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

セクショントラックナンバー トランスポーズ

v
[ダイアル4]
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8. トラックごとの音量やエフェクトのバランスを変更する(ボイス)

8. トラックごとの音量やエフェクトのバランスを変更する(ボイス)

パターンを再生する際のトラックごとの音量やエフェクトのバランスを変更するサブモードです。ボイス/バランスとエフェクトセ

ンドの2つのページがあります。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[VOICE]を押すとボイスに入ります。

ボイスのポイント

● パターンを再生する際の、トラックごとの音量やパン、エフェク
トの深さなどを設定するミキサー画面として働きます。

● フレーズに設定されたボイスに関わりなく、スタイルごとのボイ
スを設定できます。

● パターンをSMF(スタンダードMIDIファイル)としてフロッピー
ディスクに保存する際に「SMF+TGHeadr」を選択すると、ボイ
スの設定をすべてMIDIイベントに変換し、パターンデータの先
頭に挿入することができます。

● ユーザースタイルでは、ボイスの設定がスタイルごとに記憶され
ます。
1度設定したボイスは、保存の操作をとらなくてもスタイルごと
に記憶され、スタイルを変更するとボイスの設定も自動的に切り
替わります。
メモリープロテクト(P.145)がONの場合や、プリセットスタイ
ルの場合は、設定したボイスは、スタイルを切り替えた時点で消
えてしまいます(保存はできません)。

ボイスを設定する手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[VOICE]を押して、ボイス/バ
ランスページを表示させます。

2. 設定を行うトラックを選択します(P.43)。

3. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

4. [VOICE]を押して、エフェクトセンドページを表示させます。

5. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

6. [EXIT]を押すとボイス/バランスのページに戻り、もう一度
[EXIT]を押すとパターンプレイ(またはパッチ)に戻ります。

・[SHIFT]を押しながらダイアルを回すと、数値が10単
位で変化します。数値を大きく変化させるときに便利
です。

・アサイナブルノブのVOICEを使うと、ボイス/バラン
スやエフェクトセンドのページを表示しなくても、ボ
リューム、バリエーションセンド、コーラスセンド、
リバーブセンドの設定を変更することができます。

表示とパラメーター

[1]ボイス/バランスページ

ここではボイス/バランスページのときにだけ操作できるパラメー
ターを解説します。その他のパラメーターはパターンプレイ(P.48)
をご覧ください。

z ボイスバンク(BANK) ...................................... [ダイアル1]

x プログラムナンバー(PGM) ............................. [ダイアル2]

【設定値】
ボイスバンク ＊＊＊  ＊＊＊(Phrase)、000 000(GM)、

063 000(SyBa&Ld)、063 001(SyPd&Fx)、
063 002(SyMater1)、063 003(BandInst)、
063 004(Cls&Wind)、063 005(Eth&Perc)、
063 006(SFX)、126 000(DrumKit)、
127 000(GM Drum)

プログラムナンバー 001～128
(ボイスバンクによって異なります。)

トラックごとにボイスを設定します。
ここで設定したボイスは、パターンを再生する際に有効になりま
す。
ボイスバンクとは、ボイスを種類ごとに分類した区分けのこと
で、MIDIデータのバンクセレクトMSBとLSBで選択します。た
だし「＊＊＊ ＊＊＊Phrase」の場合は、フレーズデータで設定さ
れているボイスが有効になります。ボイスバンクについて詳しく
は「第1章 基礎知識」(P.38)をご覧ください。
プログラムナンバーでは、各ボイスバンク内のボイスを選択しま
す。

c パン(PAN)......................................................... [ダイアル3]

【設定値】 RND、L63～L01、C、R01～R63

トラックごとにステレオの左右の定位を設定します。
RND(ランダム)は、音が鳴るごとに定位が左右に移動する特殊
な効果です。

v ボリューム(VOL) .............................................. [ダイアル4]

【設定値】 000～127

トラックごとに音量を設定します。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバー セクショントラックナンバー トランスポーズ

v
[ダイアル4]
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8. トラックごとの音量やエフェクトのバランスを変更する(ボイス)

[2]エフェクトセンドページ

・バリエーションコネクション=INSERTの場合

・バリエーションコネクション=SYSTEMの場合

ここではエフェクトセンドページのときにだけ操作できるパラメー
ターを解説します。その他のパラメーターはパターンプレイ(P.48)
をご覧ください。

z バリエーションセンド(VARIATION) ........... [ダイアル1]

【設定値】
バリエーションコネクション=INSERTの場合..... OFF、ON
バリエーションコネクション=SYSTEMの場合 ... 000～127

バリエーションコネクション=INSERTの場合は、バリエーショ
ンを使うトラックを設定します。16トラックのうち、1つのト
ラックのみバリエーションセンドをONにすることができます。
バリエーションコネクション=SYSTEMの場合は、バリエー
ションエフェクトへの送りの量を設定して、バリエーションエ
フェクトの効果の深さを調節します。

バリエーションコネクションについては、「10. 音に効果
をつける(エフェクト)」(P.70)をご覧ください。

x コーラスセンド(CHORUS) ............................ [ダイアル2]

【設定値】 000～127

コーラスエフェクトへの送りの量を設定して、コーラスエフェク
トの効果の深さを調節します。

c リバーブセンド(REVERB) ............................. [ダイアル3]

【設定値】 000～127

リバーブエフェクトへの送りの量を設定して、リバーブエフェク
トの効果の深さを調節します。

v ドライレベル(DRY LEVEL) ........................... [ダイアル4]

【設定値】 000～127

ドライラインへの送りの量を設定します。
ドライラインとは、システムエフェクトを通らずにアウトプット
につながる、エフェクトのバイパス回路のことです。パンで設定
した左右の定位を反映させるためにステレオラインになっていま
す。
ドライレベルを下げると、システムエフェクトの効果が深くかか
るようになり、そのかわり定位が真ん中に集まります。
バリエーションコネクション=SYSTEMのときにのみ設定でき
ます。z

[ダイアル1]
x

[ダイアル2]
c

[ダイアル3]

ページナンバー セクショントラックナンバー トランスポーズ
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[ダイアル1]
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[ダイアル2]

c
[ダイアル3]
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9. 音の明るさや立ち上がりなどを変更して音色を作り替える(ボイスエディット)

9. 音の明るさや立ち上がりなどを変更して音色を作り替える(ボイスエディット)

音の明るさや立ち上がりなどを変更して、パターンを再生する際のトラックごとの音色を作り替えるサブモードです。EG、ピッチ

ベンド/ポルタメント、LFO、フィルターの4つのページがあります。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[VOICE EDIT]を押すとボイスエディットに入ります。

ボイスエディットのポイント

● ボイスを間接的にエディットして作り替えます。

● EG、LFO、フィルターなど、シンセサイザーの基本的なパラ
メーターを網羅しており、積極的な音づくりが可能です。

● パターンをSMF(スタンダードMIDIファイル)としてフロッピー
ディスクに保存する際に「SMF+TGHeadr」を選択すると、ボイ
スエディットの設定をすべてMIDIイベントに変換し、パターン
データの先頭に挿入することができます。

● ユーザースタイルでは、ボイスエディットの設定がスタイルごと
に記憶されます。
1度設定したボイスエディットは、保存の操作をとらなくてもス
タイルごとに記憶され、スタイルを変更するとボイスエディット
の設定も自動的に切り替わります。
メモリープロテクト(P.145)がONの場合や、プリセットスタイ
ルの場合は、設定したボイスエディットは、スタイルを切り替え
た時点で消えてしまいます(保存はできません)。

● パラメーターは、絶対変化のパラメーターと相対変化のパラメー
ターに区分できます。
絶対変化のパラメーターとは、設定した値で音源の状態が直接変
化するパラメーターです(ピッチベンドレンジ、ピッチベンド、
ポルタメントオン/オフ、ポルタメントタイム、ピッチモジュ
レーションデプス、フィルターモジュレーションデプス、アンプ
リチュードモジュレーションデプス)。
相対変化のパラメーターとは、選択されているボイスの元の設定
がここで設定した値によって変化することによって、音源の状態
が間接的に変化するパラメーターです(上記以外のパラメー
ター)。

ボイスエディットを設定する手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[VOICE EDIT]を押して、EG
ページを表示させます。

2. 設定を行うトラックを選択します(P.43)。

3. [ダイアル1]～[ダイアル3]を回して、設定を変更します。

4. [VOICE EDIT]を押して、ピッチベンド/ポルタメントページを
表示させます。

5. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

6. [VOICE EDIT]を押して、LFOページを表示させます。

7. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

8. [VOICE EDIT]を押して、フィルターページを表示させます。

9. [ダイアル1]～[ダイアル2]を回して、設定を変更します。

10. [EXIT]を押すごとにLFO、ピッチベンド/ポルタメント、EGの
ページに戻り、さらに[EXIT]を押すとパターンプレイ(または
パッチ)に戻ります。

・[SHIFT]を押しながらダイアルを回すと、数値が10単
位で変化します。数値を大きく変化させるときに便利
です。

・アサイナブルノブのVOICEを使うと、カットオフ、レ
ゾナンス、EGディケイ、ピッチベンドの設定を変更
することができます。

ここではEGページのときにだけ操作できるパラメーターを解説しま
す。その他のパラメーターはパターンプレイ(P.48)をご覧くださ
い。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバー セクショントラックナンバー トランスポーズ

フレーズ
ナンバー

表示とパラメーター

[1]EGページ
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z アタックタイム(ATTACK) ............................. [ダイアル1]

【設定値】 -64～+63

鍵盤を弾いた瞬間の音量が0から最大値に変化するのに要する時
間です。値が小さくなると立ち上がりが速くなります。

x ディケイタイム(DECAY) ............................... [ダイアル2]

【設定値】 -64～+63

音量が最大に達した後、サステインレベルに変化する時間です。
値が小さくなると、歯切れのいい音になります。

c リリースタイム(RELEASE) ........................... [ダイアル3]

【設定値】 -64～+63

鍵盤を離した後、音量がサステインレベルから0に変化するのに
要する時間です。値が小さくなるとすばやく消えるようになりま
す。

[2]ピッチベンド/ポルタメントページ

ここではピッチベンド/ポルタメントページのときにだけ操作できる
パラメーターを解説します。その他のパラメーターはパターンプレ
イ(P.48)をご覧ください。

z ピッチベンドレンジ(P.B. RANGE) ............... [ダイアル1]

【設定値】 -24～+24

ピッチベンドによる音程の変化の幅を半音単位で設定します(12
半音で1オクターブ)。

x ピッチベンド(PITCH BEND) ........................ [ダイアル2]

【設定値】 -8192～+8191

ピッチベンドを設定します。

c ポルタメントオン/オフ(PORT ON/OFF) .... [ダイアル3]

【設定値】 OFF、ON

ポルタメントのオン/オフを設定します。
ポルタメントとは、音程の違う2つの音の間を、なめらかに移動
する機能です。

v
[ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバー セクショントラックナンバー トランスポーズ

フレーズ
ナンバー

9. 音の明るさや立ち上がりなどを変更して音色を作り替える(ボイスエディット)

[3]LFOページ

ここではLFOページのときにだけ操作できるパラメーターを解説し
ます。その他のパラメーターはパターンプレイ(P.48)をご覧くださ
い。

z LFOレイト(LFO RATE) ................................. [ダイアル1]

【設定値】 -64～+63

ビブラートやワウ効果、トレモロの揺れの速さを設定します。

x ピッチモジュレーションデプス
(PITCH DEPTH) ............................................. [ダイアル2]

【設定値】 000～127

ビブラートの深さを設定します。

c フィルターモジュレーションデプス
(FILTER DEPTH) ........................................... [ダイアル3]

【設定値】 000～127

ワウ効果の深さを設定します。

v アンプリチュードモジュレーションデプス
(AMP. DEPTH) ............................................... [ダイアル4]

【設定値】 000～127

トレモロの深さを設定します。

v
[ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバー セクショントラックナンバー トランスポーズ

フレーズ
ナンバー

v ポルタメントタイム(PORTA TIME)............. [ダイアル4]

【設定値】 000～127

音程の違う2つの音の間を移動する時間を設定します。値が小さ
いほど早く移動し、000になるとポルタメントはかかりませ
ん。

EGディケイタイムEGアタックタイム EGリリースタイム

音量

時間
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9. 音の明るさや立ち上がりなどを変更して音色を作り替える(ボイスエディット)/10. 音に効果をつける(エフェクト)

10. 音に効果をつける(エフェクト)

パターンで使用するエフェクトを選択したり、エフェクトの設定を変更したりします。タイプ、バリエーションエディット、コーラ

スエディット、リバーブエディットの4つのページに加え、バリエーションエディット、コーラスエディット、リバーブエディット

には[DISPLAY←]/[DISPLAY→]で切り替えられるページが2ページずつあり、合計7ページがあります。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[EFFECT]を押すとエフェクトに入ります。

エフェクトのポイント

● 3系統の高品位なエフェクトを内蔵しているので、各トラックに
対してさまざまなエフェクト効果をかけることができます。

● ユーザースタイルでは、エフェクトの設定はスタイルごとに記憶
されます。
1度設定したエフェクトの設定は、保存の操作をとらなくてもス

[4]フィルターページ

ここではフィルターページのときにだけ操作できるパラメーターを
解説します。その他のパラメーターはパターンプレイ(P.48)をご覧
ください。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

ページナンバー セクショントラックナンバー トランスポーズ

フレーズ
ナンバー

z カットオフ(CUTOFF) ..................................... [ダイアル1]

【設定値】 -64～+63

カットオフフリケンシーを設定します。カットオフフリケンシー
よりも高い周波数の音をカットして音色の明るさを変更します。
プラスの値でより高い周波数に、マイナスの値でより低い周波数
にカットオフフリケンシーが移動します。

x レゾナンス(RESONANCE) ........................... [ダイアル2]

【設定値】 -64～+63

カットオフフリケンシー付近の出力を持ち上げて音に張りを出し
ます。

タイルごとに記憶され、スタイルを変更するとエフェクトの設定
も自動的に切り替わります。
メモリープロテクト(P.145)がONの場合や、プリセットスタイ
ルの場合は、設定したエフェクト設定は、スタイルを切り替えた
時点で消えてしまいます(保存はできません)。

カットされる倍音

カットオフ

そのまま通過
する倍音

周波数

音量
レゾナンス
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10. 音に効果をつける(エフェクト)

パターンエフェクトの構成

●インサーションエフェクトとシステムエフェクト
インサーションエフェクトは、特定のパートに対して効果をかける
タイプのエフェクトです。1パートにだけ効果をかけることができま
す。
システムエフェクトは、すべてのパートに対して共通の効果をかけ
るタイプのエフェクトです。各パートのエフェクトセンドレベルの
設定によって効果の深さを調節することができます。

・バリエーションエフェクト=インサーションの場合

・バリエーションエフェクト=システムの場合

reverb�
pan

send chorus to reverb

DRY LINE

chorus�
pan

reverb�
return

chorus�
return

OUT

太線はステレオライン�
Varationは�

1パートのみ有効�
variation  part

part1

part16

rev send

cho send

dry

rev send

cho sendvariation on/off

variation on/off

dry

REVERB

CHORUS
PAN

PAN

VAR

VAR

part1

part16

send chorus to reverb

send variation to chorus

send variation to reverb
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reverb�
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reverb�
return

OUT
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return

var send

rev send

cho send

dry level

dry level

var send

rev send

cho send

PAN

PAN

REVERB

CHORUS

VARIATION

PAN

エフェクトを設定する手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[EFFECT]を押して、タイプ
ページを表示させます。

2. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、バリエーションコネクショ
ンや各エフェクトのタイプを設定します。

3. [EFFECT]を押して、バリエーションエディットページを表示さ
せます。

4. [DISPLAY←]/[DISPLAY→]を押して、さらにページを切り替
えます。

5. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

6. [EFFECT]を押して、コーラスエディットページを表示させ
ます。

7. [DISPLAY←]/[DISPLAY→]を押して、さらにページを切り替
えます。

8. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

9. [EFFECT]を押して、リバーブエディットページを表示させ
ます。

10. [DISPLAY←]/[DISPLAY→]を押して、さらにページを切り替
えます。

11. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

12. [EXIT]を押すごとにコーラスエディット、バリエーションエ
ディット、タイプのページに戻り、さらに[EXIT]を押すとパ
ターンプレイ(またはパッチ)に戻ります。

[SHIFT]を押しながらダイアルを回すと、数値が10単位
で変化します。数値を大きく変化させるときに便利で
す。
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10. 音に効果をつける(エフェクト)

表示とパラメーター

[1]タイプページ

z バリエーションタイプ(VARIATION) ........... [ダイアル1]

【設定値】
NO EFFECT、HALL 1,2、ROOM 1,2,3、STAGE1,2、
PLATE、DELAY LCR、DELAYL,R、ECHO、
CROSSDELAY、ER 1,2、GATE REV、REVRS GATE、
KARAOKE 1,2,3、THRU、CHORUS 1,2,3,4、CELESTE
1,2,3,4、FLANGER 1,2,3、SYMPHONIC、ROTARY SP、
TREMOLO、AUTOPAN、PHASER 1,2、DISTORTION、
OVERDRIVE、AMP SIM、3－BAND EQ、2－BAND EQ、
AUTO WAH

バリエーションエフェクトのタイプを設定します。

x コーラスタイプ(CHORUS) ............................ [ダイアル2]

【設定値】
NO EFFECT、CHORUS1,2,3,4、CELESTE1,2,3,4、
FLANGER1,2,3

コーラスエフェクトのタイプを設定します。

c リバーブタイプ(REVERB) ............................. [ダイアル3]

【設定値】
NO EFFECT、HALL 1,2、ROOM1,2,3、STAGE1,2、
PLATE、WHITE ROOM、TUNNEL、BASEMENT

リバーブエフェクトのタイプを設定します。

v バリエーションコネクション(VAR.CNCT) . [ダイアル4]

【設定値】 INSERT、SYSTEM

バリエーションエフェクトをインサーションエフェクトとして使
うか、システムエフェクトとして使うかを設定します。
この設定によってエフェクトの構成が変化します。

[2]バリエーションエディットページ

・バリエーションコネクション=INSERT

z～b エフェクトパラメーター....... [ダイアル1]～[ダイアル4]

各エフェクトの細かい設定を行います。エフェクトのパラメー
ターはタイプによって異なります。各タイプのパラメーターにつ
いては、「リストブック」をご覧ください。

n ドライ/ウェット(Dry/Wet) ........................... [ダイアル2]

【設定値】
D63 > W(ドライ音のみ)～D = W(ドライ音=ウェット音)～
D < W63(ウェット音のみ)

バリエーションエフェクトがインサーションに設定されている場
合に表示されます。エフェクトのかかった音(ウェット音)とかか
らない音(ドライ音)のバランスを設定します。

・バリエーションコネクション=SYSTEM

バリエーションコネクションの
切り替え

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]
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v
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b
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z
[ダイアル1]

x
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c
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v
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x
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c
[ダイアル3]

ページナンバー

v
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b
[ダイアル1]

n
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m
[ダイアル3]

ページナンバー

,
[ダイアル4]

バリエーションタイプ

バリエーションタイプ
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10. 音に効果をつける(エフェクト)

z～b エフェクトパラメーター ....... [ダイアル1]～[ダイアル4]

各エフェクトの細かい設定を行います。エフェクトのパラメー
ターはタイプによって異なります。各タイプのパラメーターにつ
いては、「リストブック」をご覧ください。

n センドバリエーショントゥーコーラス
(Send>Cho) ..................................................... [ダイアル2]

【設定値】 000～127

バリエーションからコーラスへ接続されたバスラインへの送り量
を設定します。

m センドバリエーショントゥーリバーブ
(Send>Rev) ..................................................... [ダイアル3]

【設定値】 000～127

バリエーションからリバーブへ接続されたバスラインへの送り量
を設定します。

, バリエーションパン(Vari.Pan) ...................... [ダイアル4]

【設定値】 L63～C～R63

バリエーションを通った信号(エフェクト音)のパン(左右の定位)
を設定します。

[3]コーラスエディットページ

z～v エフェクトパラメーター ....... [ダイアル1]～[ダイアル4]

各エフェクトの細かい設定を行います。エフェクトのパラメー
ターはタイプによって異なります。各タイプのパラメーターにつ
いては、「リストブック」をご覧ください。

b センドコーラストゥーリバーブ
(Send>Rev) ..................................................... [ダイアル3]

【設定値】 000～127

コーラスからリバーブへ接続されたバスラインへの送り量を設定
します。

n コーラスパン(Chorus Pan) ........................... [ダイアル4]

【設定値】 L63～C～R63

コーラスを通った信号(エフェクト音)のパン(左右の定位)を設定
します。

[4]リバーブエディットページ

z～b エフェクトパラメーター....... [ダイアル1]～[ダイアル4]

各エフェクトの細かい設定を行います。エフェクトのパラメー
ターはタイプによって異なります。各タイプのパラメーターにつ
いては、「リストブック」をご覧ください。

n リバーブパン(Reverb Pan) ........................... [ダイアル4]

【設定値】 L63～C～R63

リバーブを通った信号(エフェクト音)のパン(左右の定位)を設定
します。
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11. アサイナブルノブやアウトチャンネルの設定を変更する(セットアップ)

11. アサイナブルノブやアウトチャンネルの設定を変更する(セットアップ)

アサイナブルノブやアウトチャンネルなどの設定を変更するサブモードです。ローブースト、ノブアサイン、アウトチャンネルの3

つのページがあります。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[SETUP]を押すとセットアップに入ります。

セットアップのポイント

● ユーザースタイルでは、セットアップの設定がスタイルごとに記
憶されます。
1度設定したセットアップは、保存の操作をとらなくてもスタイ
ルごとに記憶され、スタイルを変更するとセットアップの設定も
自動的に切り替わります。
メモリープロテクト(P.145)がONの場合や、プリセットスタイ
ルの場合は、設定したセットアップは、スタイルを切り替えた時
点で消えてしまいます(保存はできません)。

セットアップを設定する手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[SETUP]を押して、ローブー
ストページを表示させます。

2. [ダイアル3]、[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

3. [SETUP]を押して、ノブアサインページを表示させます。

4. [KNOB]を押して、AとBを切り替えます。

5. [ダイアル1]～[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

6. [SETUP]を押して、アウトチャンネルページを表示させます。

7. [TRACK]を押しながらキーボードパッドの白鍵を押して設定を
行うトラックを選択します。

8. [ダイアル3]、[ダイアル4]を回して、設定を変更します。

9. [EXIT]を押すごとにノブアサイン、ローブーストのページに戻
り、さらに[EXIT]を押すとパターンプレイ(またはパッチ)に戻り
ます。

表示とパラメーター

[1]ローブーストページ

ローブーストでは、低音域の音量を持ち上げるイコライザーを設定
することで、低音を強調して音に迫力をつけることができます。

z
[ダイアル3]

ページナンバー
スタイルナンバー、
スタイルネーム

x
[ダイアル4]

z フリケンシー(FREQUENCY) ........................ [ダイアル3]

【設定値】 50～2.0KHz

ゲインをコントロールする周波数を設定します。設定した周波数
よりも低い周波数の音をブースト/カットします。

一般的に、50～160Hzを低音域、160～320Hzを中低音
域と呼びます。

x ゲイン(GAIN) ................................................... [ダイアル4]

【設定値】 -24～+24dB

設定した音域の音をどの程度ブースト/カットするかを設定しま
す。
+00では元のままで変化しません。
+01以上に設定すると元の音よりもブーストされ、-01以下だ
とカットされます。
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11. アサイナブルノブやアウトチャンネルの設定を変更する(セットアップ)

[2]ノブアサインページ

ノブアサインでは、コントロールするパラメーターやトラックを、
各ノブに設定します。[KNOB]でA、Bを切り替えることで、16本
分のノブとして使用することができます。

z テンプレート(TEMPLATE)............................ [ダイアル1]

【設定値】
DEFLT、VOLUME、PAN、REVERB、CHORUS、VARI.

すべてのアサイナブルノブの設定を一度に変更します。

DEFLT ............ トップパネルに印刷されている機能を割り当て
ます。

VOLUME ....... トラック1～16のボリューム(CC=007)を割り
当てます。

PAN ................ トラック1～16のパン(CC=010)を割り当てま
す。

REVERB ........ トラック1～16のリバーブセンド(CC=091)を
割り当てます。

CHORUS ....... トラック1～16のコーラスセンド(CC=093)を
割り当てます。

VARI. .............. トラック1～16のバリエーションセンド
(CC=094)を割り当てます。

(CC＝＊＊＊)はコントロールチェンジナンバーを表します。

x ノブ(KNOB) ...................................................... [ダイアル2]

【設定値】 A-1～A-8([KNOB]のLEDが点灯している場合)
B-1～B-8([KNOB]のLEDが消灯している場合)

パラメーターやトラックを設定するノブを選択します。
[KNOB]を押してLEDを点灯するとA-1～A-8が、LEDを消灯す
るとB-1～B-8が選択できます。

c パラメーター(PARAMETER) ........................ [ダイアル3]

【設定値】 DEFLT、CC001～CC119(CC031を除く)

[ダイアル2]で選択したノブに割り当てるパラメーターを設定します。
DEFLTでは、トップパネルに印刷されている機能を割り当てます。
[ダイアル3] ではDEFLT(デフォルト)以外に、CC007(マス

・テンプレート＝DEFLTの場合

・テンプレート＝DEFLT以外の場合

ターボリューム)、CC010(パン)、CC091(リバーブセン
ド)、CC093(コーラスセンド)、CC094(バリエーションセン
ド)だけを選択することができます。カーソルをパラメーター
(PARAMETER)に移動して[NO -1]/[YES +1]や [NUM] を
使った場合は、CC001～CC119 のすべてのコントロール
チェンジを選択できます。

v トラック(TRACK) ........................................... [ダイアル4]

【設定値】 AUTO、01～16

[ダイアル2]で選択したノブに割り当てるトラックを設定しま
す。
AUTOでは、現在選択されているトラックが自動的に割り当て
られます。
01～16では、選択されているトラックにかかわらず、常に設
定されたトラックを操作します。

パターン再生中にノブを操作すると、そのノブにアサイ
ンされているパラメーターに該当するスタイルデータは
再生されなくなります。たとえば、ノブでリバーブセン
ドを操作するとスタイルデータ中のリバーブセンドは再
生されなくなります。再生停止、スタイルナンバー変
更、セクション変更により、この状態は解除されます。

[3]アウトチャンネルページ

アウトチャンネルでは、音源部とMIDIアウト端子に対する、トラッ
クごとの送信チャンネルを設定します。

z
[ダイアル3]

ページナンバー
スタイルナンバー、
スタイルネーム

x
[ダイアル4]

c

z TO TGチャンネル(TO TG)............................. [ダイアル3]

【設定値】 OFF、01～16

各トラックの演奏データが音源部の何チャンネルのパートを鳴ら
すかを設定します。
OFFでは音源部にデータを送りません。
01～16では、指定したチャンネルのパートを鳴らします。

x MIDIアウトチャンネル(MIDI OUT) .............. [ダイアル4]

【設定値】 OFF、01～16

各トラックの演奏データをMIDI OUT端子からMIDI出力する際
の送信チャンネルを設定します。
OFFではMIDI OUT端子からデータを出力しません。
01～16では、指定した送信チャンネルでMIDI出力します。

c トラック(TR)
【設定値】 01～16

チャンネルを設定するトラックを選択します。
カーソルを移動して[NO -1]/[YES +1]を押して設定します。
[TRACK]を押しながらキーボードパッドの白鍵を押す方法もあ
ります。

ノブ

トラック

パラメーター

c
[ダイアル3]

ページナンバー
スタイルナンバー、
スタイルネーム

v
[ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2] ノブ
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12. パターンをディスクに保存する(ディスク)

フロッピーディスクへデータを保存したり、データを読み出したりするサブモードです。セーブ、ロード、リネーム、デリート/

フォーマット/インフォメーションの4つのページがあります。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[DISK]を押すとディスクに入ります。

フロッピーディスクについて

RM1xでは、作成したデータを保存したり、他の機器とデータをや
り取りする際にフロッピーディスクを使用します。ここでは、
RM1xで使用できるディスクの種類と使用方法について解説しま
す。

●フロッピーディスクの種類
RM1xで使用できるフロッピーディスクは、3.5インチ2HD、3.5
インチ2DDの2タイプです。この2タイプのフロッピーディスクを
フォーマット(初期化)することによって初めて、データを保存できる
状態になります。
RM1xでは、2HDディスクは1.44MB(メガバイト)、2DDは
720KB(キロバイト)のMS-DOS*形式にフォーマットします。この
フォーマットは、コンピューターをはじめ、ヤマハ製品や他社の製
品の共通の規格になっており、ディスクの互換性の条件となりま
す。
* MS-DOSはマイクロソフト社の登録商標です。

●フロッピーディスクの入れ方
フロッピーディスクはラベル面を上にし、シャッターの付いた側か
ら先にドライブに挿入します。ディスクを軽く押し込むと、カ
チャッという装着音とともにセットされます。

3.5インチ　2HD
1.44MB

3.5インチ　2DD
720KB

ユーズランプ イジェクトボタン

●フロッピーディスクの取り出し方
ユーズランプが消灯していることを確認した後、イジェクトボタン
をしっかりと正確に押し、フロッピーディスクが完全に出たことを
確認してから取り出してください。
途中で引っかかって取り出しにくい場合は、もう一度イジェクトボ
タンをしっかり押すか、またはフロッピーディスクを再度入れてか
らイジェクトボタンを押し直します。

ユーズランプの点灯中は、RM1xとフロッピーディスク
の間でデータがやり取りされています。ユーズランプの
点灯中に電源を切ったり、フロッピーディスクを取り出
したりすると、フロッピーディスクばかりでなくフロッ
ピーディスクドライブが破壊される場合がありますので
注意してください。

ライトプロテクトタブ
プロテクトON
(書き込み不可)

プロテクトOFF
(書き込み可)

●磁気ヘッドの定期的なクリーニング
フロッピーディスクドライブは高精度の磁気ヘッドを使用していま
す。フロッピーディスクドライブを長時間使用していくうちに、磁
気ヘッドはフロッピーディスクの磁性粉で汚れてきます。磁気ヘッ
ドが汚れてくると、データの書き込みや読み取りにエラーが生じる
ことがあります。
フロッピーディスクドライブを良い状態でお使いいただくために、
磁気ヘッドを定期的に(1ヶ月に1回程度)クリーニングすることをお
すすめします。

●フロッピーディスクの取扱いと保管
フロッピーディスクは、直射日光の当たる場所、温度が極端に高い
または低い場所、湿気の多い場所、ほこりの多い場所などには置か
ないでください。テレビやスピーカーなど、磁気の強いものに近づ
けないでください。
電源を切るときは、フロッピーディスクはあらかじめフロッピー
ディスクドライブから取り出してください。電源を切った後、フ
ロッピーディスクを入れたまま長時間放置すると、ディスクが汚
れ、データの読み書きにエラーが生じる原因になります。

●誤消去防止
フロッピーディスクには、誤ってデータを消してしまうことがない
ようにライトプロテクトタブが付いています。大切なデータの入っ
ているフロッピーディスクは、ライトプロテクトタブをオン(タブの
窓が開いた状態)にして書き込みができないようにしてください。
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ファイルタイプについて

●PATT(パターン)
選択したスタイルに含まれるすべてのデータを1ファイルとして扱い
ます。
スタイルには、セクションや録音した全ユーザーフレーズデータだ
けでなく、グルーブ、プレイエフェクト、MIDIディレイ、アルペジ
オ、ボイス、ボイスエディット、エフェクト、セットアップの設定
も含まれます。

●SMF(スタンダードMIDIファイル)
選択したパターンに含まれる演奏データだけを、スタンダードMIDI
ファイルのフォーマット0で保存します。

●SMF+TGHeadr
(スタンダードMIDIファイル+TGヘッダー)

選択したパターンに含まれる演奏データの先頭に、プログラムチェ
ンジ、ボリューム、パン、リバーブセンド、コーラスセンド、バリ
エーションセンド、ピッチベンドセンシティビティの設定を挿入し
て、スタンダードMIDIファイルのフォーマット0で保存します。

●ALL(オール)
RM1xのメモリー内のすべてのデータをまとめて1つのファイルとし
て扱います。
オールには、次のデータが含まれます。

パターン................................ スタイルU01～U50
パターンチェイン ................ パターンチェイン01～20
ソング ................................... ソング01～20、BPM
システムセットアップ ........ ユーティリティモードのすべての設定

データの拡張子

前記のデータを保存すると、ファイルの拡張子(ファイルの種類を示
す名前)として以下の3文字が自動的に書き込まれます。

PATT ......................... .R1P
SMF ........................... .MID
SMF+TGHeadr ....... .MID
ALL ............................ .R1A

●データのバックアップ
フロッピーディスクは、不慮の事故などによりデータが壊れてしま
う場合があります。重要なデータを保存しておきたい場合は、お手
数でも二重にバックアップをとることをおすすめします。

ディスクのページ

ディスクは以下のページで構成されています。

●セーブ
本体内のデータをフロッピーディスクに保存します。

●ロード
フロッピーディスクから本体内にデータを読み込みます。

●リネーム
フロッピーディスクに保存されているファイルのファイルネームを
書き替えます。

●デリート/フォーマット/インフォメーション
フロッピーディスクに保存されているファイルの削除やフォーマッ
トを行ったり、フロッピーディスクの情報を表示します。

セーブ

本体内のデータをフロッピーディスクに保存します。

セーブの手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[DISK]を押して、セーブペー
ジを表示させます。

2. [ダイアル1]を回して保存するファイルの種類を選択します。

3. [ダイアル2]を回して保存するスタイルを、キーボードパットの
白鍵を押してセクションを選択します。

4. [ダイアル3]、[ダイアル4]、[F3]、[F4]で、ファイルネームを
入力します。スタイルネームをファイルネームにコピーする場合
は、[F2]を押します。
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表示とパラメーター

[1]セーブページ

z ファイルタイプ(FILE TYPE) ......................... [ダイアル1]

【設定値】 PATT、SMF、SMF+TGheadr、ALL

保存するデータの種類を選択します。
各ファイルタイプについては、「ファイルタイプについて」
(P.77)をご覧ください。

x パターン(PATTERN) ...................................... [ダイアル2]

【設定値】 スタイル U01～U50
セクション A～P

保存するスタイルやセクションを選択します。
ファイルタイプによって設定項目が変わります。
スタンダードMIDIファイル(SMF、SMF+TGHeadr)としてセー
ブする場合、セクションの指定が必要です。セクションは、キー
ボードパッドの白鍵を押さえて選択します。このとき選択した白
鍵(セクション)のLEDが点滅します。
ファイルタイプにALLを選ぶとこのメニューは空欄になり、設定
の必要がなくなります。

c カーソル移動( ) .................................. [ダイアル3]

v 文字(CHARACTER) ....................................... [ダイアル4]

8文字以内のファイル名を入力します。
[ダイアル3]は、入力位置のカーソルを移動します。
[ダイアル4]は、入力する文字を選択します。
ファイル名の入力方法については、「第1章 基礎知識」(P.43)を
ご覧ください。

5. [F1]を押してセーブを実行します。
同じファイル名のファイルがすでにディスクに保存されている場
合は、「Are You Sure?(Yes/No)」と表示され、上書きしても
よいかどうかをたずねてきます。
上書きしてもよければ[YES +1]を押します。
[NO -1]を押すとセーブが中止され、[F1]を押す前の状態に戻り
ます。　

6. [EXIT]を押すとパターンプレイ(またはパッチ)に戻ります。

データの録音されていないスタイルを選択すると、スタ
イルネームが「＊＊＊＊＊＊＊＊」の表示になります。こ
の表示のスタイルをセーブしようとすると、「No Data」
(データがありません)という表示が出て、セーブは実行
されません。

b セーブ(SAVE!) ........................................................... [F1]
セーブ(保存)を実行します。

n デフォルトネーム(Deflt Name) .............................. [F2]
選択したスタイルのスタイルネームをファイルネームにコピーし
ます。
ファイルタイプにALLが選択されている場合は、ファイルネーム
に「ALL-DATA」という文字が入力されます。

m キャラクターデリート(Char Delete) ..................... [F3]
入力した文字を1文字消します。

, エンター(Enter) ......................................................... [F4]
[ダイアル4]で選択した文字を入力します。

ロード

フロッピーディスクからデータを読み込みます。

ロードの手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[DISK]を続けて2回押して、
ロードページを表示させます。

2. [ダイアル1]を回して読み込むファイルの種類を選択します。

3. [ダイアル2]を回して読み込むファイルを選択します。[F4]を押
すと選択されているファイルをディスクから直接再生して、内容
を確認することができます(まだロードは実行されていません)。

4. [ダイアル4]を回してスタイルを、キーボードパッドの白鍵を押
してセクションを選択し、読み込み先のパターンを設定します。
手順2で読み込むファイルの種類にALLを選ぶと、この設定は空
欄になり、必要がなくなります。

5. [F1]を押してロードを実行します。
読み込み先のパターンにすでにデータが入っている場合は、
「Are You Sure?(Yes/No)」と表示され、上書きしてもよいか
どうかをたずねてきます。
ファイルタイプをALLに設定している場合は、必ず「Are You
Sure?(Yes/No)」が表示され、本体のメモリーをすべて書き替
えてもよいかどうかをたずねてきます。
上書きしてもよければ[YES +1]を押します。
[NO -1]を押すとロードが中止され、[F1]を押す前の状態に戻り
ます。　

6. [EXIT]を続けて2回押すと、パターンプレイ(またはパッチ)に戻
ります。

メモリープロテクトがONに設定されていると、[F1]を押
しても「Memory Protect」と表示されてロードが実行され
ません。その場合は、ユーティリティモードのシステム
ページ(P.145)でメモリープロテクトをOFFに設定してか
ら、もう一度上記の操作を実行してください。

v
[ダイアル4]

ページナンバー

,
[F4]

スタイルネーム

c
[ダイアル3]

m
[F3]

x
[ダイアル2]

n
[F2]

z
[ダイアル1]

b
[F1]
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表示とパラメーター

[2]ロードページ

z ファイルタイプ(FILE TYPE) ......................... [ダイアル1]

【設定値】 PATT、ALL

読み込むデータの種類を選択します。
各ファイルタイプについては、「ファイルタイプについて」
(P.77)をご覧ください。

PATTでは、スタンダードMIDIファイル(.MID)も読み込
むことができます。

v
[F1]

c
[ダイアル4]

ページナンバー

z
[ダイアル1]

b
[F4]

リネーム

ファイルネームを変更します。

リネームの手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[DISK]を続けて3回押して、リ
ネームページを表示させます。

2. [ダイアル1]を回してファイルタイプを選択します。

3. [ダイアル2]を回してファイルを選択します。

4. [ダイアル3]、[ダイアル4]、[F3]、[F4]で、ファイルネームを
入力します。

5. [F1]を押して、リネームを実行します。

6. [EXIT]を続けて3回押すと、パターンプレイ(またはパッチ)に戻
ります。

x ディスクファイル(DISK FILE) ...................... [ダイアル2]

読み込むファイルを選択します。

c パターン(PATTERN) ...................................... [ダイアル4]

【設定値】 スタイル U01～U50
セクション A～P

読み込み先のスタイルやセクションを選択します。
ファイルタイプによって設定項目が変わります。
スタンダードMIDIファイル(SMF)をロードする場合、セクショ
ンの指定が必要です。セクションは、キーボードパッドの白鍵を
押さえて選択します。このとき選択した白鍵(セクション)のLED
が点滅します。
ファイルタイプにALLを選ぶとこのメニューは空欄になり、設定
の必要がなくなります。

v ロード(LOAD!)........................................................... [F1]
ロード(読み込み)を実行します。

b プリプレイ(Preplay) ................................................. [F4]
選択したファイルがSMFの場合に、ロード前に再生して中身を
確認することができます。

【手順】
[F4]を押してしばらくすると再生が始まります。
再生中に、もう一度[F4]を押すと再生が止まります。

表示とパラメーター

[3]リネームページ

z ファイルタイプ(FILE TYPE) ......................... [ダイアル1]

【設定値】 PATT、ALL

データの種類を選択します。
各ファイルタイプについては、「ファイルタイプについて」
(P.77)をご覧ください。

PATTでは、スタンダードMIDIファイル(.MID)もファイ
ルネームを変更することができます。

x ディスクファイル(DISK FILE) ...................... [ダイアル2]

ファイルを選択します。

c カーソル移動( ) .................................. [ダイアル3]

v 文字(CHARACTER) ....................................... [ダイアル4]

8文字以内のファイル名を入力します。
[ダイアル3]は、入力位置のカーソルを移動します。
[ダイアル4]は、入力する文字を選択します。
ファイル名の入力方法については、「第1章 基礎知識」(P.43)を
ご覧ください。

b リネーム(RENAME!)................................................. [F1]
リネームを実行します。

x
[ダイアル2]

ページナンバー

z
[ダイアル1]

b
[F1]

v
[ダイアル4]

m
[F4]

c
[ダイアル3]

n
[F3]

x
[ダイアル2]
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デリート/フォーマット/インフォメーション

ファイルを削除したり、フロッピーディスクをフォーマットしたり
します。

n キャラクターデリート(Char Delete) ..................... [F3]
入力した文字を1文字消します。

m エンター(Enter) ......................................................... [F4]
[ダイアル4]で選択した文字を入力します。

デリートの手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[DISK]を続けて4回押して、デ
リート/フォーマット/インフォメーションページを表示させま
す。

2. [ダイアル1]を回してファイルタイプを選択します。

3. [ダイアル2]を回してファイルを選択します。

4. [F1]を押して、デリートを実行します。

5.「Are you sure?(Yes/No)」(本当に削除しますか?)と表示され
るので、間違いなければ[YES +1]を押します。これで、ファイ
ルは削除されます。

6. [EXIT]を続けて4回押すと、パターンプレイ(またはパッチ)に戻
ります。

デリートを実行するとファイルは完全に消えてしまいま
す。操作は確認しながら確実に行ってください。

表示とパラメーター

[4]デリート/フォーマット/インフォメーションページ

c
[F1] インフォメーション

ページナンバー

v
[F4]

z
[ダイアル1]

フォーマットの手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[DISK]を続けて4回押して、デ
リート/フォーマット/インフォメーションページを表示させま
す。

2. [F4]を押して、フォーマットを実行します。

3.「Are you sure?(Yes/No)」(本当にフォーマットしますか?)と
表示されるので、間違いなければ[YES +1]を押します。フォー
マットが始まります。

4. [EXIT]を続けて4回押すと、パターンプレイ(またはパッチ)に戻
ります。

フォーマットを実行すると、フロッピーディスクの内容
はすべて消えてしまいます。操作は確認しながら確実に
行ってください。

z ファイルタイプ(FILE TYPE) ......................... [ダイアル1]

【設定値】 PATT、ALL

データの種類を選択します。
各ファイルタイプについては、「ファイルタイプについて」
(P.77)をご覧ください。

PATTでは、スタンダードMIDIファイル(.MID)も消去す
ることができます。

x ディスクファイル(DISK FILE) ...................... [ダイアル2]

消去するファイルを選択します。

c デリート(DELETE!) ................................................... [F1]
選択しているファイルを消去します。

v フォーマット(FORMAT!) ......................................... [F4]
フォーマットを実行し、フロッピーディスクを初期化します。

■ インフォメーション
フロッピーディスクに関する情報を表示します。
FILEでは、[ダイアル2]で選択されているファイルの容量を表示
します。
TOTALでは、フロッピーディスクに保存されているすべての
ファイルの容量を表示します。
FREEでは、フロッピーディスクに保存可能な容量を表示しま
す。

x
[ダイアル2]
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13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

作成したパターンやフレーズをさまざまに編集(加工)するための機能です。

RM1xには37種類のパターンジョブがあります。パターンジョブを上手に使って曲作りの効率を大幅にアップさせましょう。

●ジョブリスト

UNDO/REDO(アンドゥー/リドゥー)カテゴリー
00 Undo/Redo (アンドゥー/リドゥー) アンドゥーは直前に行った操作を取り消して操作を行う前の状態に戻し P.82

ます。リドゥーは一度取り消した操作を再実行します。
NOTE(ノート)カテゴリー
01 Quantize (クオンタイズ) 指定範囲のノートイベントのタイミングを基準音符の位置にそろえます。 P.82
02 Modify Velocity (モディファイベロシティ) 指定範囲のベロシティを変更します。 P.84
03 Modify GateTime (モディファイゲートタイム) 指定範囲のゲートタイムを変更します。 P.84
04 Crescendo (クレッシェンド) 指定範囲のベロシティを段階的に変更します。 P.85
05 Transpose (トランスポーズ) 指定範囲のノートイベントの音程を変更します。 P.85
06 Glide (グライド) 指定範囲のノートイベントの音程がなめらかに変化するように、自動的 P.85

にピッチベンドデータを挿入します。
07 Create Roll (クリエートロール) 指定した範囲にノードイベントを挿入して、ロール(スネアなどを連打す P.86

る演奏方法)を作ります。
08 Chord Sort (コードソート) 指定範囲の和音のノートイベントを音程順に並べ替えます。 P.86
09 Chord Separate (コードセパレート) 指定範囲の和音のノートイベントの発音タイミングをずらします。 P.87
EVENT(イベント)カテゴリー
10 Shift Clock (シフトクロック) 指定範囲のすべてのデータの位置をクロック単位で前後にずらします。 P.87
11 Copy Event (コピーイベント) 指定範囲のすべてデータを別の場所にコピーします。 P.87
12 Erase Event (イレースイベント) 指定範囲のすべてのデータを消去し、休符にします。 P.88
13 Extract Event (エクストラクトイベント) 指定範囲から特定のデータだけを抽出します。 P.88
14 Create Continuous Data 指定範囲にピッチベンドやコントロールチェンジなどの連続データを作 P.88

(クリエートコンティニュアスデータ) 成します。
15 Thin Out (シンアウト) 指定範囲の特定のデータを間引きしてデータ量を減らします。 P.89
16 Modify Control Data (モディファイコントロールデータ) 指定範囲のコントロールデータを変更します。 P.89
17 Time Stretch (タイムストレッチ) 指定範囲を時間的に引き延ばしたり縮めたりします。 P.90
PHRASE(フレーズ)カテゴリー
18 Copy Phrase (コピーフレーズ) 指定したフレーズを別のユーザーフレーズにコピーします。 P.90
19 Exchange Phrase (エクスチェンジフレーズ) 2つのフレーズの内容を交換します。 P.90
20 Mix Phrase (ミックスフレーズ) 2つのフレーズのデータをミックスします。 P.90
21 Append Phrase (アペンドフレーズ) 指定したフレーズを別のフレーズの後ろにつないで1つのフレーズにします。 P.91
22 Split Phrase (スプリットフレーズ) 指定したフレーズを2つに分割します。 P.91
23 Get Phrase (ゲットフレーズ) ソングの演奏データをユーザーフレーズに取り込みます。 P.91
24 Put Phrase (プットフレーズ) 任意のユーザーフレーズをソングのシーケンストラックにコピーします。 P.92
25 Clear Phrase (クリアフレーズ) 任意のユーザーフレーズのすべてのデータを消します。 P.92
26 Phrase Name (フレーズネーム) ユーザーフレーズに名前を付けます。 P.92
Track(トラック)カテゴリー
27 Copy Track (コピートラック) トラックの全データを別トラックや別パターンにコピーします。 P.92
28 Exchange Track (エクスチェンジトラック) 2つのトラックの内容を交換します。 P.93
29 Clear Track (クリアトラック) トラックの特定のデータを消去します。 P.93
30 Normalize Play Effect (ノーマライズプレイエフェクト) プレイエフェクトの設定を各トラックに反映させ、演奏データを書き替えます。 P.93
31 Divide Drum Track (ディバイドドラムトラック) ドラムの演奏が録音されているトラックのノートイベントを、インスト P.94

(ドラム楽器)ごとにトラック1～8にコピーします。
PATTERN(パターン)カテゴリー
32 Copy Pattern (コピーパターン) 指定したパターンを別のパターンにコピーします。 P.94
33 Append Pattern (アペンドパターン) 指定したパターンを別のパターンの後ろにつないで1つのパターンにします。 P.94
34 Split Pattern (スプリットパターン) 指定したパターンを2つに分割します。 P.95
35 Clear Pattern (クリアパターン) 指定したパターンのすべてのデータを消します。 P.95
36 Style Name (スタイルネーム) スタイルに名前を付けます。 P.95
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13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

パターンジョブの設定手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で[JOB]を押してジョブリストを
表示させます。

2. [ダイアル1]と[ダイアル2]を回して目的のジョブへカーソルを移
動します。

3. [F4]を押して選択したジョブのページを表示させます。

4. 必要なパラメーターへカーソルを移動し、[ダイアル1]～[ダイア
ル4]、[NO -1]/[YES +1]、[NUM]+ノートパッドの白鍵→
[TAP]で値を設定します。

5. 設定が完了したら[F4]を押してジョブを実行します。
実行が完了すると、「Completed.」と表示されます。

6. [EXIT]を2回押すとパターンプレイ(またはパッチ)に戻ります。

・[NUM]+ノートパッドの白鍵→[TAP]での数値入力方法
については、「第1章 基礎知識」(P.42)をご覧くださ
い。

・メモリープロテクトがONに設定されていると、[JOB]
を押しても「Memory Protect」と表示されてジョブリス
トが表示されません。その場合は、ユーティリティ
モードのシステムページ(P.145)でメモリープロテクト
をOFFに設定してから、もう一度上記の操作を実行し
てください。

操作時の注意事項

・ 指定した範囲にデータがない場合、「No Data」と表示されて
ジョブは実行されません。

・ ジョブ操作を誤ったり元データと聴き比べたい場合は、[SHIFT]
+[JOB]で「00 Undo/Redo」機能を使いましょう。

・ ジョブの実行範囲は、メジャー(小節)、ビート(拍)単位で次のよ
うに設定します。

例)001:1:000～004:1:000と設定した場合
1小節めの1拍めから3小節めの4拍めの終わりまで

・ ビートは小節の拍子によって設定できる値が変わります。たとえ
ば拍子が4/4なら1～4、8/4なら1～8が設定値の範囲になり
ます。

ジョブ実行中(「Executing…」表示中)に電源を切るとデー
タが壊れる場合があるので、絶対に電源を切らないでく
ださい。

00 Undo/Redo(アンドゥー/リドゥー)

Undo(アンドゥー)は、直前に実行した操作(ジョブ、エディット、レ
コーディング)を取り消して、実行前の状態に戻します。
Redo(リドゥー)は、Undoで取り消した操作を再び実行します。
どの画面からも(ただしDisk、Editを除く)、[SHIFT]+[JOB]を押す
ことでアンドゥー/リドゥー機能が働きます。

z Undo、Redo
次に実行するのがアンドゥー(Undo)かリドゥー(Redo)かを表示
します。アンドゥーとリドゥーは実行するごとに交互に切り替わ
ります。

x Undo/Redoの対象となる操作
アンドゥー/リドゥーを実行する内容(レコーディングのモードや
ジョブ名など)を表示します。

x

z

[F4]

01 Quantize(クオンタイズ)

リアルタイムレコーディングなどの結果、タイミングがずれて記録
された音符を好みのタイミングにそろえる機能です。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

クオンタイズするフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

クオンタイズを実行する範囲を、メジャー(小節)、ビート(拍)、
クロックで設定します。

c クオンタイズバリュー(Quantize)
【設定値】 32分音符　 、

16分3連音符　 、16分音符　 、
8分3連音符　 、8分音符　 、
4分3連音符　 、4分音符　 、
16分音符+16分3連音符 、
8分音符+8分3連音符　

クオンタイズを実行するときの、修正の基準になる音符を設定し
ます。

n

z

[F4]

x

c
v

b

[ダイアル1] [ダイアル2] [F4]

カテゴリー ジョブ
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v クオンタイズストレングス(Strength)
【設定値】 000％～100％

クオンタイズをかける強さ(どの程度クオンタイズバリューの音
符に近づけるか)を設定します。100％でジャストのタイミング
にデータが移動します。0％ではクオンタイズはかかりません。

スイングレイトの設定範囲は、クオンタイズバリューによって異
なります。

●クオンタイズバリューが 、 、 、 の場合

クオンタイズバリューの音符3つ分の長さを100%とします。
66%でジャストタイミング（スイング感なし）となります。
67%以上に設定するとタイミングが後ろに移動してスイング感
が出ます。83%で6連音符の位置となります。
【設定値】 66％～83% （初期値：66%）

●クオンタイズバリューが 、 の場合

クオンタイズバリューの音符のうち の2つ分または の2つ分
の長さを100%とします。50%で偶数拍のジャストタイミング
（スイング感なし）となります。51%以上に設定するとタイミン
グが後ろに移動してスイング感が出ます。66%で3連音符の3
つ目の位置となります。
【設定値】 50％～66% （初期値：50%）

クオンタイズストレングスの設定が100%以外の場合、
スイングで後ろに移動したノートイベントが、スイング
のかからないノートイベントより後ろに来てしまうこと
があります。その場合は後ろのデータも一緒にずれま
す。

n スイングゲートタイム(Gate Time)
【設定値】 000％～200％

クオンタイズバリューで設定した音符の偶数拍(裏拍)にあたる
ノートイベントのゲートタイム(音符の実際の発音時間)を変更し
て、リズムにスイング感を出します。
クオンタイズバリューが3連音符の場合は、3連音符の最後の拍
にあたるノートイベントのゲートタイムを変更します。クオンタ
イズバリューが 、 の場合は、 または の偶数拍にあた
るノートデータのみのゲートタイムを変更します。
100％で元のゲートタイムのまま。ゲートタイムが0以下にな
る場合は最終的に1にします。

b スイングレイト(SwingRate)
【設定値】
クオンタイズバリューが 、 、 、 の場合 ... 50％～75％
クオンタイズバリューが 、 、 の場合 .. 66％～83％
クオンタイズバリューが 、 の場合 ......... 50％～66％

クオンタイズバリューで指定した音符で数えて偶数拍（裏拍）にあ
たるノートイベントのタイミングを後ろに移動して、リズムにス
イング感を出します。

たとえばクオンタイズバリューが4分音符の場合、4分音符を1
拍として、メジャーの先頭から1、2、3...拍と数えたときの2、
4拍目にあたるデータを移動します。
クオンタイズバリューが3連音符の場合は、3連音符の最後の拍
にあたるデータを移動します。
クオンタイズバリューが 、 の場合は、 または の偶数
拍にあたるデータのみを移動します。

●クオンタイズバリューが 、 、 の場合

クオンタイズバリューの音符2つ分の長さを100%とします。
50%で偶数拍のジャストタイミング（スイング感なし）となりま
す。51%以上に設定するとタイミングが後ろに移動してスイン
グ感が出ます。75%で符点の位置となります。
【設定値】 50％～75% （初期値：50%）

13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

４分音符の長さ�

元のタイミング�
�
(元のデータに４分音符でクオンタイズをかけた場合)�
�
クオンタイズ�
ストレングス=100％�
�
クオンタイズ�
ストレングス=50％�

４分音符の長さ�
裏拍� 裏拍�

元のタイミング�

クオンタイズバリュー�
　（スイングレイト=50％）�

クオンタイズバリュー�
　（スイングレイト=60％）�

50% 75% 100%0%

設定範囲�

表拍� 裏拍�

66% 83% 100%0% 33%

3

表拍� 裏拍�

設定範囲�

表拍� 裏拍�

設定範囲�

50% 66% 100%0% 33%

3
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02 Modify Velocity
(モディファイベロシティ)

指定範囲の音符の発音の強さ(ベロシティ)を変更します。
ベロシティは以下の計算式で変更されます。

変更後のベロシティ＝元のベロシティ×レイト＋オフセット

ベロシティが0以下になる場合は1に、128以上になる場合は127
に設定されます。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

モディファイベロシティを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

モディファイベロシティを実行する範囲を、メジャー(小節)、
ビート(拍)、クロックで設定します。

c セットオール(SetAll)
【設定値】 OFF(0)、001～127

指定した範囲のすべてのノートのベロシティを同じ値にします。
OFFに設定するとセットオールは働きません。OFF以外に設定
するとレイト、オフセットの設定は＊＊＊と表示され無効になり
ます。

v レイト(Rate)
【設定値】 000％～200％、＊＊＊

元のベロシティをどのくらい変更するかを％で設定します。
99％以下でベロシティは弱くなり、101％以上で強くなりま
す。100％では元のベロシティのままです。セットオールが
OFF以外のときは、＊＊＊と表示され設定できなくなります。

b オフセット(Offset)
【設定値】 -127～+127、＊＊＊

元のベロシティにどれだけベロシティ値を加える(減らす)かを設
定します。
-1以下でベロシティは弱くなり、+1以上で強くなります。0で
は元のベロシティのままです。セットオールがOFF以外のとき
は、＊＊＊と表示され設定できなくなります。

03 Modify GateTime
(モディファイゲートタイム)

指定範囲の音符の発音の時間(ゲートタイム)を変更します。
ゲートタイムは以下の計算式で変更されます。

変更後のゲートタイム＝元のゲートタイム×レイト＋オフセット

ゲートタイムが０以下になる場合は1に設定されます。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

モディファイゲートタイムを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

モディファイゲートタイムを実行する範囲を、メジャー(小節)、
ビート(拍)、クロックで設定します。

c セットオール(SetAll)
【設定値】 OFF(0)、0001～9999

指定した範囲のすべてのノートのゲートタイムを同じ値にしま
す。OFFに設定するとセットオールは働きません。OFF以外に
設定するとレイト、オフセットの設定は＊＊＊と表示され無効に
なります。

v レイト(Rate)
【設定値】 000％～200％、＊＊＊

元のゲートタイムをどのくらい変更するかを％で設定します。
99％以下でゲートタイムは短くなり、101％以上で長くなりま
す。100％ではゲートタイムは変化しません。セットオールが
OFF以外のときは、＊＊＊と表示され設定できなくなります。

b

z

[F4]

x

c

v

b

z

[F4]

x

c

v

13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

元のベロシティ�
�
�
�
レイト=50％�
�
�
�
レイト=150％�

(Vel)�
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b オフセット(Offset)
【設定値】 -9999～+9999、＊＊＊＊

元のゲートタイムにどれだけゲートタイム値を加える(減らす)か
を設定します。
-1以下でゲートタイムは短くなり、+1以上で長くなります。0
ではゲートタイムは変化しません。セットオールがOFF以外の
ときは、＊＊＊＊と表示され設定できなくなります。

04 Crescendo(クレッシェンド)

指定した範囲のノートのベロシティをだんだん大きく(クレッシェン
ド)または小さく(デクレッシェンド)する設定です。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

クレッシェンドを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

クレッシェンドを実行する範囲を、メジャー(小節)、ビート
(拍)、クロックで設定します。

c ベロシティレンジ(Velocity Range)
【設定値】 -127～+127

クレッシェンドの強弱の幅を設定します。
指定した範囲の中で、始点のベロシティを基準値として、終点の
直前のベロシティが「基準値+レンジ」になるように段階的にベロ
シティの値を増減します。ベロシティの値が1～127を越える
場合は、1または127になります。+1以上でだんだん大きな音
量(クレッシェンド)に、-1以下でだんだん小さな音量(デクレッ
シェンド)になります。0では効果がありません。

05 Transpose(トランスポーズ)

指定した範囲のすべてのノートイベントの音程を、半音単位で上下
します。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

トランスポーズを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック 001:1:000～257:1:000

音程 C-2～G8

トランスポーズを実行する範囲を、メジャー(小節)、ビート
(拍)、クロック、音程で設定します。

c トランスポーズ(Transpose)
【設定値】 -127～+127

音程を変更する幅を半音単位で設定します。+12で1オクターブ
上がり、-12で1オクターブ下がります。0では変化しません。

06 Glide(グライド)

指定範囲のノートイベントの音程がなめらかに変化するように、
ノートイベントをピッチベンドデータに置き換えます。
なめらかに音程が移動するギターのスライドやチョーキングなどを
入力する際に便利です。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

グライドを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

グライドを実行する範囲を、メジャー(小節)、ビート(拍)、ク
ロックで設定します。
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c タイム(Time)
【設定値】 000～100

グライドに要する時間を設定します。値が大きいほどなめらかに
変化します。

v ピッチベンドレンジ(PB Range)
【設定値】 01～24

ピッチベンドの変化幅を設定します。

07 Create Roll(クリエートロール)

指定した範囲にノートイベントを挿入して、ロールを作ります。
ロールとは、ティンパニやスネアなどを連打する演奏方法です。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

クリエートロールを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～256:16:239

クリエートロールを実行する範囲を、メジャー(小節)、ビート
(拍)、クロックで設定します。

c ノート
【設定値】 C-2～G8

ロールを作成する楽器が割り当てられているノートを設定しま
す。
キーボードパッドを押してノートを入力することもできます。

v ステップクロック(StepClock)
【設定値】 スタート 000～999

エンド 000～999

音と音の間隔をクロックで設定します。設定値が小さいと、細か
いロールになります。
エンドを小さい設定にすると、徐々に細かくなるようなロールが
作成できます。

b ベロシティ(Velocity)
【設定値】 スタート 001～127

エンド 001～127

ベロシティを設定して、ロールをたたく強さを設定します。
エンドを小さい設定にすると、徐々に小さくなるようなロールが
作成できます。

08 Chord Sort(コードソート)

指定した範囲の和音になっているノートイベントを、音程の高い(低
い)順に並び替えます。

・ここでいう並び替えとは、パターンエディット画面
(P.96)のイベントリスト上における順番の並べ替えの
ことで、各ノートイベントの発音タイミングは変わり
ません。

・このジョブは、ギターのストローク感を再現するため
に、次項のコードセパレートの前処理として使いま
す。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

コードソートを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

コードソートを実行する範囲を、メジャー(小節)、ビート(拍)、
クロックで設定します。

c タイプ(Type)
【設定値】 up、down、up&down、down&up

ノートイベントを並べ替える順番を設定します。
upでは、高い音から順に並べます。ギターのアップストローク
の順番です。
downでは、低い音から順に並べます。ギターのダウンストロー
クの順番です。
up&downでは、グリッドで設定した音符の、表の拍(奇数拍)は
up、裏の拍(偶数拍)はdownになります。
down&upでは、グリッドで設定した音符の、表の拍(奇数拍)は
down、裏の拍(偶数拍)はupになります(一般的なギターの奏法
です)。

ギターのダウンストロークとは、6弦(低音)から1弦(高
音)の方向に演奏します。アップストロークとは、1弦(高
音)から6弦(低音)の方向に演奏します。

v グリッド(Grid)
【設定値】 32分音符　 、16分3連音符　 、16分音符　 、

8分3連音符　 、8分音符　 、4分3連音符　 、
4分音符　

コードソートの基準となる音符を設定します。
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09 Chord Separate(コードセパレート)

指定した範囲で、同タイミングで入力されて和音になっているノー
トイベントを、設定したクロック間隔で1音ずつずらします。コード
ソートの後にこの機能を実行すると、ギターのダウンストロークや
アップストロークの際の微妙にずれた和音演奏が表現できます。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

コードセパレートを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

コードセパレートを実行する範囲を、メジャー(小節)、ビート
(拍)、クロックで設定します。

c クロック(Clock)
【設定値】 000～999

和音を1音ずつずらして並べる際の音符と音符との間隔をクロッ
ク単位で指定します。

・4分音符1拍=480クロックです。
・コードセパレートされた音符が、次の和音や小節線(設
定範囲)を越えるような設定はできません。

10 Shift Clock(シフトクロック)

指定した範囲のすべてのデータの位置を、クロック単位で前後に移
動します。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

シフトクロックを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

シフトクロックを実行する範囲を、メジャー(小節)、ビート
(拍)、クロックで設定します。

c クロック(Clock)
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　000:0:000～255:15:479

データを前後に移動する量を、メジャー(小節)、ビート(拍)、ク
ロックで設定します。

・4分音符は1拍=480クロックです。
・移動後のデータが対象範囲を越える場合は、範囲の始
まりまたは終わりの位置にデータが集中します。

v ディレクション(Direction)
【設定値】 ADVANCE、DELAY

データを前に移動するか、後ろに移動するかを設定します。
ADVANCEは前に移動、DELAYは後ろに移動になります。

11 Copy Event(コピーイベント)

指定した範囲のすべてのイベントを、別の場所にコピーします。

・コピーを実行すると、コピー先のフレーズにある元の
データは上書きされて消えてしまいます。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

コピーイベントを行うフレーズを選択します。

x コピー元の範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

コピー元の範囲をメジャー(小節)、ビート(拍)、クロックで指定
します。

c コピー先の位置
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～256:15:479

コピー先の先頭小節をメジャー(小節)、ビート(拍)、クロックで
指定します。

v コピーの回数
【設定値】 01～99

何回コピーするかを指定します。
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12 Erase Event(イレースイベント)

指定した範囲のイベントを消去して休符にします。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

イレースイベントを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

イレースイベントを実行する範囲をメジャー(小節)、ビート
(拍)、クロックで指定します。

c イベントの種類
【設定値】 Note(ノート)、PC(プログラムチェンジ)、PB(ピッチ

ベンド)、
CC: 000～127, ALL(コントロールチェンジ:コント
ロールチェンジナンバー)、
CAT(チャンネルアフタータッチ)、PAT(ポリフォ
ニックアフタータッチ)、EXC(システムエクスクルー
シブ)、ALL(オール)

消去するイベントの種類を設定します。
ALLに設定すると、すべてのイベントが消去されます。
コントロールチェンジについては、コントロールナンバーを設定
できます。

13 Extract Event
(エクストラクトイベント)

指定した範囲の特定のデータを取り出して、別のトラックへ移動し
ます。

z ソースフレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

データを取り出すフレーズを指定します。

x データを取り出す範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

データを取り出す範囲をメジャー(小節)、ビート(拍)、クロック
で指定します。

c イベントの種類
【設定値】

イベントの種類 値の範囲
Note(ノート) C-2～G8、ALL
PC(プログラムチェンジ) －
PB(ピッチベンド) －
CC(コントロールチェンジ:
コントロールチェンジナンバー) 000～127、ALL
CAT(チャンネルアフタータッチ) －
PAT(ポリフォニックアフタータッチ) －
EXC(システムエクスクルーシブ) －

取り出すイベントの種類を設定します。
ノートナンバーとコントロールチェンジナンバーについては、さ
らに特定の値を設定することができます。

v 移動先フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

取り出したイベントを移動するフレーズを指定します。

14 Create Continuous Data
(クリエートコンティニュアスデータ)

指定範囲にピッチベンドやコントロールチェンジなどの連続データ
を作成します。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

データを作成するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

データを作成する範囲をメジャー(小節)、ビート(拍)、クロック
で指定します。

c イベントの種類
【設定値】 PB(ピッチベンド)、

CC:000～127(コントロールチェンジ:コントロール
チェンジナンバー)、
CAT(チャンネルアフタータッチ)、
EXC(システムエクスクルーシブ)

データを作成するイベントの種類を選択します。

v クリエートタイム
【設定値】 01～99

同じデータを何回か繰り返し入力する際に、繰り返す回数を設定
します。
たとえば、M001:1:000～M003:1:000の範囲で連続データ
を入力した場合、クリエートタイムを03に設定すると、同じ
データをさらにM003:1:000～M005:1:000とM005:1:
000～M007:1:000の範囲にも入力します。
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このコマンドを使うと、ボリュームやカットオフを連続的に変化
させて、トレモロやワウなどの効果を入力するといったことが可
能になります。

b スタートデータ/エンドデータ(Data)
【設定値】 000～127(ピッチベンドは-8192～+8191)

最初と最後のデータを設定します。このデータの範囲内で、連続
データが自動作成されます。

n インターバルクロック(Clock)
【設定値】 001～999

作成するデータの間隔を設定します。

m カーブ(Curve)
【設定値】 -16～+16

コンティニュアスデータの変化カーブを設定します。
カーブ形状は下図をご覧ください。

15 Thin Out(シンアウト)

指定した範囲の特定のデータを間引いて、データ量を約半分に減ら
します。

イベントの間隔が60クロック以上あるデータはシンアウ
トしません。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

シンアウトを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

シンアウトを実行する範囲をメジャー(小節)、ビート(拍)、ク
ロックで指定します。

c イベントの種類
【設定値】 PB(ピッチベンド)

CC:000～127、ALL(コントロールチェンジ:コント
ロールチェンジナンバー)
CAT(チャンネルアフタータッチ)
PAT(ポリフォニックアフタータッチ)

どのイベントデータを間引くかを指定します。
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16 Modify Control Data
(モディファイコントロールデータ)

指定した範囲にある、ピッチベンド、コントロールチェンジ、アフ
タータッチなどのデータの値を変更します。
データの値は以下の計算式で変更されます。

変更後のデータの値=元の値×レイト+オフセット

変更した結果、値の範囲を超える場合は、最高値または最低値にな
ります。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

モディファイコントロールデータを実行するフレーズを指定しま
す。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

モディファイコントロールデータを実行する範囲をメジャー(小
節)、ビート(拍)、クロックで指定します。

c イベントの種類
【設定値】 PB(ピッチベンド)

CC:000～127(コントロールチェンジ:コントロール
チェンジナンバー)
CAT(チャンネルアフタータッチ)
PAT(ポリフォニックアフタータッチ)

どのイベントの値を変更するかを設定します。

v セットオール(Set All)
【設定値】 OFF、000～127(ピッチベンドは-8192～+8191)

指定した範囲のすべてのデータを同じ値にします。
OFFに設定するとセットオールは働きません。OFF以外に設定
するとレイト、オフセットの設定は＊＊＊と表示され無効になり
ます。

b レイト(Rate)
【設定値】 000%～200%、＊＊＊

元のデータの値をどのくらい変更するかを%で設定します。
セットオールがOFF以外のときは、＊＊＊と表示され設定でき
なくなります。

n オフセット(Offset)
【設定値】 -127～127、＊＊＊

(ピッチベンドは-8192～+8191、＊＊＊)

元のデータの値にどのくらいの値を加える(減らす)かを設定しま
す。セットオールがOFF以外のときは、＊＊＊と表示され設定
できなくなります。
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17 Time Stretch(タイムストレッチ)

指定した範囲を時間的に引き延ばしたり縮めたりします。音符のス
テップタイム、ゲートタイム、全イベントの位置など、指定範囲全
体が伸張/圧縮されます。

z フレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

タイムストレッチを実行するフレーズを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～257:1:000

タイムストレッチを実行する範囲をメジャー(小節)、ビート
(拍)、クロックで指定します。

c タイム(Time)
【設定値】 025%～400％

時間的に引き伸ばしたり縮めたりする比率を％で設定します。
101％以上で引き伸ばし、99％以下で圧縮されます。100％
では変化しません。

c

z

[F4]

x

18 Copy Phrase(コピーフレーズ)

指定したフレーズを別のユーザーフレーズにコピーします。

コピー先に入っていた元のデータは消えます。

z コピー元のスタイル(Style)
【設定値】 U01～U50

コピー元のフレーズが入っているスタイルを指定します。
プリセットフレーズを指定する場合は、ここでの設定は関係あり
ません。

x コピー元のフレーズ(Phrs)
【設定値】
　フレーズカテゴリー(楽器の種類や演奏法方による分類)

US(ユーザーフレーズ)
プリセットフレーズのカテゴリーについては、リス
トブックをご覧ください。

19 Exchange Phrase
(エクスチェンジフレーズ)

指定したフレーズの内容を交換します。

z スタイル、cスタイル(Style)
【設定値】 U01～U50

内容を入れ替えるフレーズの入っているスタイルを設定します。

x フレーズ、vフレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

内容を入れ替えるフレーズを設定します。

20 Mix Phrase(ミックスフレーズ)

フレーズaとフレーズbのすべてのデータをミックスして、フレーズ
bに書き込みます。

c

z

[F4]

x

v

c

z

[F4]

x

v

フレーズb

ミックスフレーズ�

フレーズb

フレーズa

　フレーズナンバー
001～(フレーズカテゴリーによって異なります)

コピー元のフレーズを指定します。

c コピー先のスタイル(Style)
【設定値】 U01～U50

コピー先のスタイルを指定します。

v コピー先のフレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

コピー先のフレーズを指定します。

13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

z

[F4]

x

c v

フレーズa

フレーズb
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z スタイルa(Style)、xフレーズa(Phrs)
【設定値】 スタイルa U01～U50

フレーズa 001～256

フレーズaを指定します。

c スタイルb(Style)、vフレーズb(Phrs)
【設定値】 スタイルb U01～U50

フレーズb 001～256

フレーズbを指定します。

21 Append Phrase(アペンドフレーズ)

指定したフレーズを別のフレーズの後ろにつないで1つのフレーズに
します。

z 元のスタイルa(Style)、x元のフレーズa(Phrs)
【設定値】 元のスタイルa U01～U50

元のフレーズa 001～256

アペンド元のスタイルとフレーズを指定します。

c 元のスタイルb(Style)、v元のフレーズb(Phrs)
【設定値】 元のスタイルb U01～U50

元のフレーズb 001～256

もう一方のアペンド元のスタイルとフレーズを指定します。この
フレーズがアペンド先になります。

22 Split Phrase(スプリットフレーズ)

指定したフレーズを2つに分割します。

元のフレーズa

アペンドフレーズ�

フレーズb

スプリットメジャー�

スプリットフレーズ�

元のフレーズ� スプリット先のフレーズ�

元のフレーズ�

スプリット先のフレーズにあったデータは、上書きされ
て消えてしまいます。

z 元のスタイル(Style)、x元のフレーズ(Phrs)
【設定値】 元のスタイル U01～U50

元のフレーズ 001～256

スプリット元のスタイルとフレーズを指定します。スプリットフ
レーズ実行後は、スプリットメジャーより前の部分が残り、後ろ
の部分が「nスプリット先のフレーズ」に移動します。

c 拍子
【設定値】 1/16～16/16、1/8～16/8、1/4～8/4

スプリット時の拍子を設定します。スプリット実行後は、分割さ
れた2つのフレーズがこの拍子になります。
フレーズの拍子を変更することができます。

v スプリットメジャー
【設定値】 001～元のフレーズのレングス(小節数)

フレーズを分割する小節を設定します。

b スプリット先のスタイル(Style)、
n スプリット先のフレーズ(Phrs)
【設定値】 スプリット先のスタイル U01～U50

スプリット先のフレーズ 001～256

スプリット先のスタイルとフレーズを指定します。スプリットフ
レーズ実行後は、スプリットメジャーより後ろの部分がこのフ
レーズに移動します。

23 Get Phrase(ゲットフレーズ)

ソングのシーケンストラックの演奏データを、ユーザーフレーズに
コピーします。

コピー先のフレーズにあったデータは、上書きされて消
えてしまいます。

z コピー元のソング(Song)、xコピー元のトラック(TR)
【設定値】 コピー元のソング 01～20

コピー元のトラック 01～16

コピー元のソングとトラックを設定します。

v

z

[F4]

x c

13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

b

z

[F4]

x

n

vc

c

z

[F4]

x

v

a

b
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24 Put Phrase(プットフレーズ)

任意のフレーズをソングのシーケンストラックにコピーします。

コピー先のトラックにあったデータは、上書きされて消
えてしまいます。

z コピー元のフレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256

コピー元のフレーズを設定します。

x コピー先のソング(Song)、cコピー先のトラック(TR)
【設定値】 コピー先のソング 01～20

コピー先のトラック 01～16

コピー先のソングナンバーとトラックを設定します。

v コピー先の位置(メジャー)
【設定値】 001～999

コピー先の位置をメジャー(小節)で設定します。拍子に関係なく
フレーズがそのままコピーされます。

25 Clear Phrase(クリアフレーズ)

指定したフレーズのすべてのデータを消去します。

26 Phrase Name(フレーズネーム)

指定したフレーズに名前を付けます。（8文字以内）

z フレーズ(PHRASE)
パターンジョブに入る前に選択されていたフレーズが表示されま
す。ここではフレーズを選択できません。
データの入っていないフレーズが選ばれると、フレーズネームは
設定できません。

x フレーズネーム
[ダイアル1]、[ダイアル2]、[F1]、[F2]を使ってフレーズネー
ムを入力します。
名前の入力方法については「第1章 基礎知識」(P.43)をご覧くだ
さい。

27 Copy Track(コピートラック)

指定したトラックのデータを別のトラックにコピーします。

コピーを実行すると、コピー先トラックにある元のデー
タは上書きされて消えてしまいます。

z コピー元スタイル(Sty)、セクション(Sec)、トラック(TR)
【設定値】 コピー元スタイル P01～P60、U01～U50

コピー元セクション A～P
コピー元トラック 01～16

コピー元のスタイル、セクション、トラックを指定します。

x コピー先スタイル(Sty)、セクション(Sec)、トラック(TR)
【設定値】 コピー元スタイル U01～U50

コピー元セクション A～P
コピー元トラック 01～16

コピー先のソングとトラックを指定します。

v

x

z

[F4]c

z [F4]

c

z

[F4]x

13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

c コピー元の範囲
【設定値】 001～999

コピー元の範囲をメジャーで設定します。

v コピー先のフレーズ(Phrs)
【設定値】 001～256
コピー先のフレーズを指定します。

z フレーズ(Phrase)
【設定値】 001～256

クリアフレーズを実行するフレーズを設定します。

z

[F1]

x

[ダイアル1] [F2][ダイアル2]
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28 Exchange Track
(エクスチェンジトラック)

現在選択しているスタイル、セクションの指定したトラックのデー
タを交換します。

このジョブではスタイルとセクションは選択できませ
ん。あらかじめ、トラックを交換したいスタイルとセク
ションを選択してから、ジョブに入ってください。

z トラック(TR)、xトラック(TR)
【設定値】 01～16

内容を交換するトラックを選択します。

c 交換するデータの種類
【設定値】
□PhrasePatch/Event トラックに設定されたフレーズと

その中のすべてのイベント
□PlayFX/Groove/MIDI Delay トラックのグルーブとプレイエ

フェクトとMIDIディレイの設定
□Voice/VoiceEdit トラックのボイスとボイスエ

ディットの設定

トラック間で交換するデータの種類を選択します。□をチェック
したデータのみが交換されます。

29 Clear Track(クリアトラック)

現在選ばれているスタイルの、指定したセクション、トラックの特
定のデータを消去します。

このジョブではスタイルは選択できません。あらかじ
め、データを消去したいセクション、トラックのあるス
タイルを選択してから、ジョブに入ってください。

z セクション(Sec)、トラック(TR)
【設定値】 セクション A～P、ALL

トラック 01～16、ALL

消去するセクションとトラックを指定します。

x 消去するデータの種類
【設定値】
□PhrasePatch/Event トラックに設定されたフレーズと

その中のすべてのイベント
□PlayFX/Groove/MIDI Delay トラックのグルーブとプレイエ

フェクトとMIDIディレイの設定
□Voice/VoiceEdit トラックのボイスとボイスエ

ディットの設定

消去するデータの種類を選択します。□をチェックしたデータの
みが消去されます。

c

z

[F4]x

x [F4]z

13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

c コピーするデータの種類
【設定値】
□PhrasePatch/Event トラックに設定されたフレーズと

その中のすべてのイベント
□PlayFX/Groove/MIDI Delay トラックのグルーブとプレイエ

フェクトとMIDIディレイの設定
□Voice/VoiceEdit トラックのボイスとボイスエ

ディットの設定

コピーするデータの種類を選択します。□をチェックしたデータ
のみがコピーされます。

30 Normalize Play Effect
(ノーマライズプレイエフェクト)

プレイエフェクト、グルーブ、MIDIディレイの設定を、指定したト
ラックのフレーズに反映させてデータを書き替えます。

・ノーマライズプレイエフェクトが実行されたトラック
のプレイエフェクト、グルーブ、MIDIディレイの設定
は初期状態に戻ります。

・このジョブではスタイル、セクションは選択できませ
ん。あらかじめ、ノーマライズプレイエフェクトを実
行したいスタイルとセクションを選択してから、ジョ
ブに入ってください。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL(すべてのシーケンストラック)

ノーマライズプレイエフェクトを実行するトラックを指定しま
す。

z [F4]
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31 Divide Drum Track
(ディバイドドラムトラック)

指定したトラックに割り当てられているドラムのフレーズから、イ
ンスト(ドラム楽器)ごとの演奏データを新しいフレーズに振り分け
て、自動的にトラック1～8に割り当てます。

・このジョブを実行するためには、データの入っていな
い状態のユーザーフレーズが8つ必要です。空きフ
レーズが無い場合、「Phrase Number Overflow」と表示
されてジョブが実行できません。この場合は、ジョブ
25のクリアフレーズで使っていないフレーズを消し、
空きフレーズを8フレーズ確保してから実行してくだ
さい。

・このジョブではスタイル、セクションは選択できませ
ん。あらかじめ、ディバイドドラムトラックを実行し
たいスタイルとセクションを選択してから、ジョブに
入ってください。

1～8トラックに元から入っていたデータは消えてしまい
ます。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16

元になるドラムのフレーズが割り当てられているトラックを選択
します。

32 Copy Pattern(コピーパターン)

指定したパターンを別のパターンにコピーします。

z コピー元のスタイル(Style)、セクション(Sec)
【設定値】 コピー元のスタイル P01～P50、U01～U50

コピー元のセクション A～P、ALL

コピー元のスタイルやセクションを設定します。セクションに
ALLを設定すると、コピー先のセクションも自動的にALLに設
定されます。

33 Append Pattern(アペンドパターン)

指定したパターンを別のパターンの後ろにつないで1つのパターンに
します。

z 元のスタイルa(Style)、セクションa(Sec)
【設定値】 元のスタイルa P01～P50、U01～U50

元のセクションa A～P

アペンド元のパターンを指定します。

x 元のスタイルb(Style)、セクションb(Sec)
【設定値】 元のスタイルb U01～U50

元のセクションb A～P

もう一方のアペンド元のパターンを指定します。このパターンが
アペンド先になります。

c キープオリジナルフレーズ
□が空欄の場合は、パターンbを構成するフレーズにパターンa
を構成するフレーズがアペンドされ、パターンbを構成するフ
レーズ自体が書き替わります。
□をチェックすると、パターンbを構成する元のフレーズは変更
されず、各フレーズのアペンド結果は空きフレーズに書き込まれ
ます。

z

[F4]

13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

アペンドした結果、フレーズの長さが256小節を越える
場合はエラーが表示され、アペンドは実行されません。

元のパターンa

アペンドパターン�

パターンb

x コピー先のスタイル(Style)、セクション(Sec)
【設定値】 コピー先のスタイル U01～U50

コピー先のセクション A～P、ALL

コピー先のスタイルやセクションを設定します。セクションに
ALLを設定すると、コピー元のセクションも自動的にALLに設
定されます。

c プリセットフレーズ→ユーザー
□をチェックすると、コピー元のスタイルデータの中にプリセッ
トフレーズがある場合、これをユーザーフレーズへコピーするこ
とができます。

c

z

[F4]x

a

b

x

z

[F4]c
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34 Split Pattern(スプリットパターン)

指定したパターンを2つに分割します。

z 元のスタイル(Style)、セクション(Sec)
【設定値】 元のスタイルa P01～P60、U01～U50

元のセクションa A～P

スプリット元のスタイルとセクションを指定します。スプリット
パターン実行後は、スプリットメジャーより前の部分が残り、後
ろの部分がスプリット先のパターン（「cスプリット先のスタイ
ル、セクション」）に移動します。

x スプリットメジャー
【設定値】 001～元のパターンの小節数

パターンを分割する小節を設定します。

c スプリット先のスタイル(Style)、セクション(Sec)
【設定値】 スプリット先のスタイル OFF、U01～U50

スプリット先のセクション OFF、A～P

スプリット先のスタイルとセクションを指定します。スプリット
パターン実行後は、スプリットメジャーより後ろの部分がここに
移動します。
スプリット先のスタイルやセクションがOFFに設定されている
ときは、スプリットメジャーより後ろの部分は消去されます。

v キープオリジナルフレーズ
□が空欄の場合は、元のパターンを構成するフレーズ自体がスプ
リットメジャーで分割されて書き替わります。
□をチェックすると、元のパターンを構成するフレーズは変更さ
れず、スプリットメジャーよりも前の部分と後ろの部分がそれぞ
れ空きフレーズに書き込まれます。

35 Clear Pattern(クリアパターン)

指定したパターンのすべてのデータを消去します。

スタイルにAllを設定してクリアパターンを実行すると、
アンドゥーは実行できません。

z スタイル(Style)、セクション(Sec)
【設定値】 スタイル U01～U50、ALL

セクション A～P、ALL

消去するパターンを、スタイルとセクションで設定します。スタ
イルをALLに設定すると、セクションもALLになります。

x

v

z

[F4]c

z [F4]

13. パターンやフレーズを編集する(パターンジョブ)

スプリットメジャー�

スプリットパターン�

元のパターン� スプリット先のパターン�

元のパターン�

スプリット先のパターンにあったデータは、上書きされ
て消えてしまいます。

36 Style Name(スタイルネーム)

現在選択しているスタイルに名前を付けます。（8文字以内）

このジョブではスタイルは選択できません。あらかじ
め、名前を付けたいスタイルを選択してから、ジョブに
入ってください。

[F1]

z

[ダイアル1] [F2][ダイアル2]

z スタイルネーム
スタイルネームを入力します。
[ダイアル1]、[ダイアル2]、[F1]、[F2]を操作してスタイル
ネームをつけます。名前の付け方については、「第1章 基礎知識」
(P.43)をご覧ください。

キープオリジナルフレーズをチェックした場合は、この
ジョブを実行するために、データの入っていない状態の
ユーザーフレーズが使用トラック数×2だけ必要になり
ます。空きフレーズが無い場合、「Phrase Number
Overflow」と表示されてジョブが実行できません。この
場合は、ジョブ25のクリアフレーズで、使っていないフ
レーズを消し、空きフレーズを使用トラック数×2だけ
確保してから実行してください。

キープオリジナルフレーズをチェックした場合は、この
ジョブを実行するために、データの入っていない状態の
ユーザーフレーズが使用トラック数だけ必要になりま
す。空きフレーズが無い場合、「Phrase  Numbe r
Overflow」と表示されてジョブが実行できません。この
場合は、ジョブ25のクリアフレーズで、使っていないフ
レーズを消し、空きフレーズを使用トラック数だけ確保
してから実行してください。
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14. フレーズを細かく修正する(フレーズエディット)

●新たにイベントを入力する場合
3. [F3]を押して、インサートするイベントを設定する画面を表示

させます。

14. フレーズを細かく修正する(フレーズエディット)

ユーザーフレーズに記録されている演奏データ(イベント)の修正や削除を行うほか、新たなイベントの挿入を行います。間違って録

音した音を修正したり、演奏に強弱の変化やビブラートの効果をつけ加えてフレーズの完成度を高めることができます。

エディットリストとビューフィルターの2つのページがあります。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[EDIT]を押すとフレーズエディットに入ります。

イベントとは、「鍵盤を弾いた」(ノート)、「音色を切り替えた」(プログラムチェンジ)など、トラックに記録されている個々の演奏
データのことです。

フレーズエディットの手順

1. パターンプレイ(またはパッチ)で、エディットしたいユーザーフ
レーズの割り当てられたトラックを選択します。

トラックの選択方法については、「第1章 基礎知識」
(P.43)をご覧ください。

2. [EDIT]を押してフレーズエディットのエディットリストページ
にします。

・ ここではイベントの修正および削除ができます。新たなイベ
ントを挿入する場合は[F3]を押して、インサートするイベン
トを設定する画面を表示させます。

●入力済みのイベントを修正、削除する場合
3. [ダイアル1]を回して、エディットするイベントにカーソルを移

動します。

・ ノートイベントにカーソルを移動すると、そのイベントが発
音します。

4. カーソルボタン[←]/[→]を押して、エディットするイベントのパ
ラメーターにカーソルを移動し、設定を変更します。変更したイ
ベントは全体が点滅します。

・ 各イベントの表示とパラメーターについては、「第6章 その
他の知識 2. RM1xが扱えるMIDIイベント」(P.151)をご覧
ください。

・ メジャー、ビート、クロックを変更してイベントが録音され
ている位置を変更することもできます。

・ [F2]を押すと、カーソル位置のイベントが削除されます。

5. 設定が完了したら、[F4]を押して設定を確定します（点滅が止ま
ります）。

・ 点滅状態でカーソルを別のイベントに移動すると、エディッ
トはキャンセルされます。

6. [EXIT]を押すとパターンプレイ画面に戻ります。

エディットリストページ

フレーズエディットの中心となるページです。イベントの修正や削
除、挿入などの操作を行います。

表示と設定

z トラックナンバー(TR)
【設定値】 トラックナンバー TR01～16

エディットするフレーズの割り当てられているトラックを設定し
ます。トラックの変更は[TRACK]+キーボードパッドの白鍵で
行います。

4. インサートするイベントを設定する画面で、メジャー、ビート、
クロック、イベントの種類、パラメーターを設定します。

5. [F4]を押すとイベントが入力されます。

メモリープロテクトがO N に設定されていると、
「Memory Protect」と表示され、イベントの修正や削除、
新たなイベントの入力の操作が実行できません。その場
合は、ユーティリティモードのシステムページ(P.145)で
メモリープロテクトをOFFに設定してから、もう一度上
記の操作を実行してください。

v

n

z

m
[ダイアル1]

,
[F2]

.
[F3]

b

ページナンバー c x
フレーズの
小節数
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14. フレーズを細かく修正する(フレーズエディット)

トラックの変更について詳しくは「第1章 基礎知識」(P.43)をご
覧ください。

x ロケーション
【設定値】 001～フレーズの小節数

カーソルのある小節を表示します。
[ダイアル1]、カーソルキー[↑]/[↓]、[r]/[f]で小節単位
での早送り/巻き戻しができます。

c TGビューアイコン
エディットビューが「RM1x」に設定されていることを示すアイコ
ンです。
エディットビュー=RM1xでは、コントロールチェンジのNRPN
やシステムエクスクルーシブを、RM1xで定義されている名称で
表示します。
エディットビューの設定はユーティリティモード(P.145)で行い
ます。

コントロールチェンジのNRPNやシステムエクスクルー
シブのうち、RM1xで定義されていないものについて
は、数値で表示します。

v ビューフィルターアイコン
ビューフィルターによって、特定のイベントが表示されていない
ことを示すアイコンです。
ビューフィルターの設定は、ビューフィルターページ(P.98)で
行います。

b メジャー、ビート、クロック
【設定値】 メジャー 001～999

ビート 1～16(拍子によって変わります)
クロック 000～479(拍子によって変わります)

イベントの位置を表示します。数値を変更すると、イベントの位
置を修正できます。

n イベント、パラメーター
【設定値】
　イベント(シーケンストラック)

 : Note
 : PB(ピッチベンド)
 : PC(プログラムチェンジ)
 : CC(コントロールチェンジ)
 : CAT(チャンネルアフタータッチ)
 : PAT(ポリフォニックアフタータッチ)
 : RPN
 : NRPN
 : Exc(システムエクスクルーシブ)
 : XG RPN
 : XG NRPN
 : XG Exc System
 : XG Exc Effect
 : XG Exc Multi
 : XG Exc Drum

　パラメーター イベントによって異なります

フレーズに入力されているイベントを表示します。
各イベントとパラメーターについては「第6章 その他の知識 2.
RM1xが扱えるMIDIイベント」(P.151)をご覧ください。

曲の始めと終わりには必ずTOPとENDが表示されます。
この記号はイベントではないためエディットできませ
ん。

m ポインター(POINTER).................................... [ダイアル1]

カーソル(ポジションポインター)を上下に移動し、エディットす
るイベントを選択します。

, デリート(Delete) ....................................................... [F2]
カーソルのあるイベントを削除します。

. インサート(Insert) .................................................... [F3]
新しいイベントを挿入します。

qイベント
【設定値】
　イベント(シーケンストラック)

 : Note
 : PB(ピッチベンド)
 : PC(プログラムチェンジ)
 : CC(コントロールチェンジ)
 : CAT(チャンネルアフタータッチ)
 : PAT(ポリフォニックアフタータッチ)
 : RPN
 : NRPN
 : Exc(システムエクスクルーシブ)
 : XG RPN
 : XG NRPN
 : XG Exc System
 : XG Exc Effect
 : XG Exc Multi
 : XG Exc Drum

挿入するイベントを設定します。
各イベントとパラメーターについては「第6章 その他の知識 2.
RM1xが扱えるMIDIイベント」(P.151)をご覧ください。

wメジャー(小節)、ビート(拍)、クロック
【設定値】 メジャー 001～999

ビート 1～16(拍子によって変わります)
クロック 000～479(拍子によって変わります)

イベントを挿入する位置を設定します。

eパラメーター
各イベントの設定値です。設定できるパラメーターはイベントに
よって異なります。

r実行(DO!) ................................................................ [F4]
修正や挿入などの操作を実行します。

q r
[F4]

w

e
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表示と設定

14. フレーズを細かく修正する(フレーズエディット)

z イベント表示のオン/オフ
【設定値】 (オン)、 (オフ)

オンに設定したイベントがイベントリストに表示されます。

x ビューフィルターアイコン
「zイベント表示のオン/オフ」で、オフに設定されているイベン
トが1つでもある場合に表示されます。

c コントロールナンバー(CTRL NO.) ............... [ダイアル1]

【設定値】 000～119、ALL

エディットリストに表示するコントロールナンバーを設定しま
す。
Control Changeがオンの状態のとき、コントロールチェンジ
データの中で、ここで設定したコントロールナンバーのものだけ
が表示されます。

v クリアオール(ClearAll) ............................................ [F3]
「zイベント表示のオン/オフ」で、すべてのイベントをオフにし
ます。

b セットオール(Set All) ............................................... [F4]
「zイベント表示のオン/オフ」で、すべてのイベントをオンにし
ます。

ビューフィルターページ

ビューフィルターの設定を行います。
ビューフィルターでは、エディットリストに表示するイベントを選
択します。たとえば、ノートイベントをエディットする際に、それ
以外のイベントを表示しないようにするといった設定ができます。

●XGについて
音色配列に関するMIDIの規定として「GMシステムレベル
1」というのがあります。これはメーカーや機種が異なっ
た音源でも、ほぼ同じ系統の音色で演奏が再現されるこ
とを目的に設けられたものです。この「GMシステムレベ
ル1」をより拡張し、豊かな表現力とデータの継続性を可
能にした音源フォーマットが「XG」です。RM1x はXG対
応機種ではないのでXGパラメーターを受信しても音源
で対応されない場合がありますが、エディット画面で編
集することによりシーケンスデータとして扱うことはで
きます。

b
[F4]

x

v
[F3]

c
[ダイアル1]

z
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15. パターンを小節ごとに切り分ける(スプリット)

スプリットの手順

1. パターンプレイでスタイル、セクションを設定し、元になるパ
ターンを選択します。必要があれば、ディスクなどから元になる
データを任意のセクションに読み込みます。

2. [SPLIT]を押してパターンスプリットに入ります。

3. [ダイアル3]を回してスタイルを選択します。

4. [ダイアル4]を回してセクションを選択します。
パターンの切り分けを実行すると、セクションはAから順番に自
動的に切り替わります。そのため、ここではセクションAを選択
しておくと後の作業が楽になります。

5. [ダイアル1]と[ダイアル2]を回して、切り分ける小節を設定しま
す。
シーケンサーボタンを使うと、パターンを確認しながら作業を行
えます。

6. [F4]を押すと、パターンの切り分けが実行され、スタートメ
ジャーからエンドメジャーまでのデータが指定したセクションに
コピーされます。
切り分けが実行されると同時に、スタートメジャー、エンドメ
ジャー、セクションの設定が自動的に変更されます。

7. [EXIT]を押すとパターンプレイ(またはパッチ)に戻ります。

15. パターンを小節ごとに切り分ける(スプリット)

現在選択中のパターンを小節ごとに切り分けて、任意のスタイル、セクションにコピーする機能です。

スプリットを使うと、別途制作したSMFデータを元にして、リミックスを楽しむための素材を簡単に、そして豊富に作成することが

できます。

パターンプレイ(またはパッチ)から、[SPLIT]を押すとスプリットに入ります。

表示とパラメーター

ここでは、スプリットでのみ操作できるパラメーターを解説してい
ます。その他のパラメーターについては、パターンプレイと共通で
す。

節の範囲を設定します。
切り分けを実行すると、スタートメジャーには前回のエンドメ
ジャーの次の小節が設定され、エンドメジャーには前回と同じ小
節数になるように小節が設定されます。たとえば、スタートメ
ジャー=001、エンドメジャー=004で切り分けが実行される
と、スタートメジャー=005、エンドメジャー=008が自動設定
されます。

c スタイル(STYLE)............................................. [ダイアル3]

v セクション(SEC) .............................................. [ダイアル4]

【設定値】 スタイル U01～U50
セクション A～P

スタイルとセクションを設定して、切り分けたパターンを入れる
ためのセクションを用意します。スタイルの下には、スタイル
ネームが表示されます。
切り分けを実行すると、セクションの設定がA→Pの順番に自動
的に変更されます。

b 実行(DO!) .................................................................... [F4]
パターンスプリットが実行され、パターンの分割が完了します。

z スタートメジャー(START MEAS) ............... [ダイアル1]

x エンドメジャー(END MEAS) ........................ [ダイアル2]

【設定値】 001～レングスの小節数

スタートメジャーとエンドメジャーで、パターンを切り分ける小

b
[F4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

トラック フレーズナンバー トランスポーズ
メジャー、
レングス
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パターンチェインモードについて ..........................................................................................102

1. パターンを連続演奏する(パターンチェインプレイ) ..................................................... 103

2. パターンチェインをディスクに保存する(ディスク) ..................................................... 104

3. パターンチェインを編集する(パターンチェインジョブ) .............................................107

パターンをつないで演奏するモードです。

リファレンス編

第 3 章  パターンチェインモード
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パターンチェインモードについて/1. パターンを連続演奏する(パターンチェインプレイ)

パターンチェインモードについて

パターンを連続再生するモードです。パターンをつないで曲を作ったり、それをソングにコンバートしたりします。

[PATT CHAIN]を押すとパターンチェインモードに入り、ディスプレイには下のような画面が表示されます。

パターンやソングについては、「第1章 基礎知識」(P.36)
をご覧ください。

パターンチェインモードのサブモード

パターンチェインモードは、次の3のサブモードで構成されていま
す。

●パターンチェインプレイ[PATT CHAIN]…(P.103)
パターンを並べてパターンチェインを作成し、パターンの連続再生
を行います。パターンモードに入ると必ずこのページが表示されま
す。

●ディスク[DISK]…(P.104)
フロッピーディスクへデータを保存したり、読み込んだりします。

●ジョブ[JOB]…(P.107)
パターンチェインの編集やソングへのコンバートなどを行います。
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1. パターンを連続演奏する(パターンチェインプレイ)/2. パターンチェインをディスクに保存する(ディスク)

1. パターンを連続演奏する(パターンチェインプレイ)

パターンを並べてパターンチェインを作成し、パターンの連続再生を行います。

[PATT CHAIN]を押してパターンチェインモードに入ると必ずこのページが表示されます。

パターンチェインの再生手順

1. [PATT CHAIN]を押してパターンチェインプレイを表示させま
す。

2. カーソルをパターンチェインナンバーに移動し、[NO -1]/
[YES +1]を押して再生したいパターンチェインを選択します。

3. シーケンサーボタンの[PLAY]を押してパターンチェインを再生
します。

表示とパラメーター

パターンチェインの作成手順

1. [PATT CHAIN]を押してパターンチェインプレイを表示させま
す。

2. カーソルをチェインナンバーに移動し、[NO -1]/[YES +1]を
押して作成するパターンチェインを選択します。

3. [ダイアル1]を回して、入力する小節にカーソルを移動します。
シーケンサーボタンの[p]、[r]/[f]を押して小節を移動す
ることもできます。

4. [ダイアル2]でスタイルを、[ダイアル4]でセクションを入力しま
す。
スタイルにOFFを入力すると、曲の途中でパターンの演奏を止
めて無音部分を作ることができます(曲は終了しません)。
スタイルにENDを入力すると、パターンの演奏が止まり、曲が
終了します。

5. カーソルを拍子に移動すると、[NO -1]/[YES +1]を押して小
節ごとの拍子を設定できます。小節ごとの拍子を変更すること
で、変拍子の曲を作成できるほか、1拍ごと(または8分音符や
16分音符ごと)にセクションを変更するといった特殊な演奏も再

現できます。

6. 間違って入力したデータを消す場合は、そのデータ位置にカーソ
ルを移動し、[F4]を押します。

曲の最後の部分には、必ずENDを入力してください。
ENDが入力されていないと、曲が終了しません。

z チェインナンバー、チェインネーム
【設定値】 01～20

パターンチェインを選択します。

【手順】
[p]を押して1小節目にカーソルを移動してから、カーソルボタ
ンを押してチェインナンバーにカーソルを移動し、[NO -1]/
[YES +1]を押してパターンチェインを選択します。

x 拍子(TIME SIG)
【設定値】 1/16～16/16、1/8～16/8、1/4～8/4

小節ごとに拍子を設定して変拍子の曲を作成することができま
す。

c メジャー(MEAS) .............................................. [ダイアル1]

【設定値】 001～999

小節を設定します。

【手順】
小節は、[p]、[r]/[f]、カーソルボタン[↑]/[↓]などで設
定できます。また、ロケーションにカーソルを移動して、
[NUM]+キーボードパッドの白鍵で数字を入力して選択する方法
もあります(P.42)。

v スタイル(STYLE)............................................. [ダイアル2]

b セクション(SEC) .............................................. [ダイアル4]

【設定値】 スタイル OFF、P01～P60、END、U01～U50
セクション A～P

スタイルとセクションを指定して、小節ごとにパターンを設定し
ます。同じスタイルやセクションが続く場合は、設定を省くこと
ができます。
スタイルにOFFを入力すると、曲の途中でパターンの演奏を止
めて無音部分を作ることができます(曲は終了しません)。
スタイルにENDを入力すると、パターンの演奏が止まり、曲が
終了します。

【手順】
セクションは、[SECTION]ボタンを押してLEDを点灯させ、
キーボードパッドの白鍵で入力することもできます(P.21)。

n クリア(CLEAR!) ........................................................ [F4]
カーソルのある位置に設定されているスタイルやセクションを消
去します。

c
[ダイアル1]

v
[ダイアル2]

b
[ダイアル4]

小節 x ロケーション

n
[F4]スタイル

セクションz
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2. パターンチェインをディスクに保存する(ディスク)

フロッピーディスクへデータを保存したり、データを読み出したりするサブモードです。セーブ、ロード、リネーム、デリート/

フォーマット/インフォメーションの4つのページがあります。

パターンチェインプレイから、[DISK]を押すとディスクに入ります。

2. パターンチェインをディスクに保存する(ディスク)

フロッピーディスク、ファイルタイプ、データの拡張子などについては、「第2章 パターンモード」(P.76)をご覧ください。

ディスクのページ

ディスクは以下のページで構成されています。

●セーブ
本体内のデータをフロッピーディスクに保存します。

●ロード
フロッピーディスクから本体内にデータを読み込みます。

●リネーム
フロッピーディスクに保存されているファイルのファイルネームを
書き替えます。

●デリート/フォーマット/インフォメーション
フロッピーディスクに保存されているファイルを削除したり、ディ
スクをフォーマットしたりします。

セーブ

本体内のデータをフロッピーディスクに保存します。

セーブの手順

1. パターンチェインプレイで[DISK]を押してセーブページを表示
させます。

2. [ダイアル3]、[ダイアル4]、[F3]、[F4]で、ファイルネームを
入力します。[F2]を押すと、「ALL-DATA」が入力されます。

3. [F1]を押してセーブを実行します。
同じファイル名のファイルがすでにディスクに保存されている場
合は、「Are You Sure?(Yes/No)」と表示され、上書きしても
よいかどうかをたずねてきます。
上書きしてもよければ[YES +1]を押します。
[NO -1]を押すとセーブが中止され、[F1]を押す前の状態に戻り
ます。

4. [EXIT]を押すとパターンチェインプレイに戻ります。

表示とパラメーター

z カーソル移動( ) .................................. [ダイアル3]

x 文字(CHARACTER) ....................................... [ダイアル4]

c キャラクターデリート(Char Delete) ..................... [F3]
v エンター(Enter) ......................................................... [F4]

8文字以内のファイル名を入力します。
[ダイアル3]は、入力位置のカーソルを移動します。
[ダイアル4]は、入力する文字を選択します。
[F3]は、入力した文字を1文字消します。
[F4]は、[ダイアル4]で選択した文字を入力します。

b
[F1]

n
[F2]

z
[ダイアル3]

x
[ダイアル4]

ページナンバー

v
[F4]

c
[F3]
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ロード

フロッピーディスクからデータを読み込みます。

ロードの手順

1. パターンチェインプレイで[DISK]を続けて2回押してロード
ページを表示させます。

2. [ダイアル2]を回して読み込むファイルを選択します。

3. [F1]を押してロードを実行します。
「Are You Sure?(Yes/No)」と表示され、本体のすべてのデー
タが書き替わってもよいかどうかをたずねてきます。
書き替わってもよければ[YES +1]を押します。
[NO -1]を押すとロードが中止され、[F1]を押す前の状態に戻り
ます。

4. [EXIT]を続けて2回押すと、パターンチェインプレイに戻りま
す。

表示とパラメーター

z ディスクファイル(DISK FILE) ...................... [ダイアル2]

読み込むファイルを選択します。

x ロード(LOAD!)........................................................... [F1]
ロード(読み込み)を実行します。

リネーム

ファイルネームを変更します。

リネームの手順

1. パターンチェインプレイで[DISK]を続けて3回押してリネーム
ページを表示させます。

2. [ダイアル2]を回してファイルを選択します。

3. [ダイアル3]、[ダイアル4]、[F3]、[F4]で、ファイルネームを
入力します。

4. [F1]を押して、リネームを実行します。

5. [EXIT]を続けて3回押すと、パターンチェインプレイに戻りま
す。

表示とパラメーター

z ディスクファイル(DISK FILE) ...................... [ダイアル2]

ファイルを選択します。

x カーソル移動( ) .................................. [ダイアル3]

c 文字(CHARACTER) ....................................... [ダイアル4]

v キャラクターデリート(Char Delete) ..................... [F3]
b エンター(Enter) ......................................................... [F4]

8文字以内のファイル名を入力します。
[ダイアル3]は、入力位置のカーソルを移動します。
[ダイアル4]は、入力する文字を選択します。
[F3]は、入力した文字を1文字消します。
[F4]は、[ダイアル4]で選択した文字を入力します。

ファイル名の入力方法については、「第1章 基礎知識」
(P.43)をご覧ください。

n リネーム(RENAME!)................................................. [F1]
リネームを実行します。

x
[F1]

ページナンバー

z
[ダイアル2]

n
[F1]

z
[ダイアル2]

x
[ダイアル3]

c
[ダイアル4]

ページナンバー

b
[F4]

v
[F3]

ファイル名の入力方法については、「第1章 基礎知識」
(P.43)をご覧ください。

b セーブ(SAVE!) ........................................................... [F1]
セーブ(保存)を実行します。

n デフォルトネーム(Deflt Name) .............................. [F2]
選択したスタイルのスタイルネームをファイルネームにコピーし
ます。
ファイルタイプにALLが選択されている場合は、ファイルネーム
に「ALL-DATA」という文字が入力されます。
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デリート/フォーマット/インフォメーション

ファイルを削除したり、フロッピーディスクをフォーマットしたり
します。

デリートの手順

1. パターンチェインプレイで[DISK]を続けて4回押してデリート/
フォーマット/インフォメーションページを表示させます。

2. [ダイアル2]を回してファイルを選択します。

3. [F1]を押して、デリートを実行します。

4.「Are you sure?(Yes/No)」(本当に削除しますか?)と表示され
るので、間違いなければ[YES +1]を押します。これで、ファイ
ルは削除されます。

5. [EXIT]を続けて4回押すと、パターンチェインプレイに戻りま
す。

デリートを実行するとファイルは完全に消えてしまいま
す。操作は確認しながら確実に行ってください。

フォーマットの手順

1. パターンチェインプレイで[DISK]を続けて4回押してデリート/
フォーマット/インフォメーションページを表示させます。

2. [F4]を押して、フォーマットを実行します。

3.「Are you sure?(Yes/No)」(本当にフォーマットしますか?)と
表示されるので、間違いなければ[YES +1]を押します。フォー
マットが始まります。

4. [EXIT]を続けて4回押すと、パターンチェインプレイに戻りま
す。

フォーマットを実行すると、フロッピーディスクの内容
はすべて消えてしまいます。操作は確認しながら確実に
行ってください。

表示とパラメーター

z ディスクファイル(DISK FILE) ...................... [ダイアル2]

消去するファイルを選択します。

x デリート(DELETE!) ................................................... [F1]
選択しているファイルを消去します。

c フォーマット(FORMAT!) ......................................... [F4]
フォーマットを実行し、フロッピーディスクを初期化します。

■ インフォメーション
フロッピーディスクに関する情報を表示します。
FILEでは、[ダイアル2]で選択されているファイルの容量を表示
します。
TOTALでは、フロッピーディスクに保存されているすべての
ファイルの容量を表示します。
FREEでは、フロッピーディスクに保存可能な容量を表示しま
す。

x
[F1]

c
[F4]

ページナンバー インフォメーション

z
[ダイアル2]
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3. パターンチェインを編集する(パターンチェインジョブ)

作成したパターンやフレーズをさまざまに編集(加工)するための機能です。

パターンチェインジョブには9種類のジョブがあります。パターンチェインジョブを上手に使って曲作りの効率を大幅にアップさせ

ましょう。

●ジョブリスト

UNDO/REDO(アンドゥー/リドゥー)カテゴリー
00 Undo/Redo (アンドゥー/リドゥー) アンドゥーは直前に行った操作を取り消して、操作を行う前の状態に戻し

ます。リドゥーは一度取り消した操作を再実行します。
P.108

EVENT(イベント)カテゴリー
01 Copy Event (コピーイベント) 指定範囲のすべてのデータを別の場所にコピーします。 P.108
02 Erase Event (イレースイベント) 指定範囲のデータを消去します。 P.108
MEASURE(メジャー)カテゴリー
03 Creater Measure (クリエートメジャー) 空白の小節を指定した位置に挿入します。 P.108
04 Delete Measure (デリートメジャー) 指定した小節を削除します。 P.109
CONVERT(コンバート)カテゴリー
05 Convert to Song (コンバートトゥーソング) 現在選択しているパターンチェインを演奏データに展開して、指定した

ソングにコピーします。
P.109

CHAIN(チェイン)カテゴリー
06 Copy Chain (コピーチェイン) 指定したパターンチェインのすべてのデータを別のパターンチェインに

コピーします。
P.109

07 Clear Chain (クリアチェイン) 現在選択しているパターンチェインのデータを消去します。 P.110
08 Chain Name (チェインネーム) 現在選択しているパターンチェインに名前を付けます。 P.110

パターンチェインジョブの設定手順

1. パターンチェインプレイで[JOB]を押してジョブリストを表示さ
せます。

2. [ダイアル1]と[ダイアル2]を回して目的のジョブへカーソルを移
動します。

3. [F4]を押して選択したジョブのページを表示させます。

4. カーソルボタンを押して必要なパラメーターへカーソルを移動
し、[ダイアル1]～[ダイアル4]、[NO -1]/[YES +1]、[NUM]
+ノートパッドの白鍵→[TAP]で値を設定します。

5. 設定が完了したら[F4]を押してジョブを実行します。
実行が完了すると、「Completed.」と表示されます。

6. [EXIT]を2回押すとパターンチェインプレイに戻ります。

[NUM]+ノートパッドの白鍵→[ENTER]での数値入力方
法については、「第1章 基礎知識」(P.42)をご覧くださ
い。

操作時の注意事項

・ 指定した範囲にデータがない場合、「No Data」と表示されて
ジョブは実行されません。

・ ジョブ操作を誤ったり元データと聴き比べたい場合は、[SHIFT]
+[JOB]で「00 Undo/Redo」機能を使いましょう。

・ ビートは小節の拍子によって設定できる値が変わります。たとえ
ば拍子が4/4なら1～4、8/4なら1～8が設定値の範囲になり
ます。

ジョブ実行中(「Executing…」表示中)に電源を切るとデー
タが壊れる場合があります。絶対に電源を切らないでく
ださい。

[ダイアル1] [F4][ダイアル2]

カテゴリー ジョブ
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3. パターンチェインを編集する(パターンチェインジョブ)

00 Undo/Redo(アンドゥー/リドゥー)

Undo(アンドゥー)は、直前に実行した操作(ジョブ、エディット、レ
コーディング)を取り消して、実行前の状態に戻します。
Redo(リドゥー)は、Undoで取り消した操作を再び実行します。
どの画面からも、[SHIFT]+[JOB]を押すことでアンドゥー/リ
ドゥー機能が働きます。

z Undo、Redo
次に実行するのがアンドゥー(Undo)かリドゥー(Redo)かを表示
します。アンドゥーとリドゥーは実行するごとに交互に切り替わ
ります。

x Undo/Redoの対象となる操作
アンドゥー/リドゥーを実行する内容(レコーディングのモードや
ジョブ名など)を表示します。
Undo/Redoの対象となる操作がメモリーにない場合は、
「Undo Impossible!」と表示され、アンドゥーは実行できませ

ん。

01 Copy Event(コピーイベント)

指定した範囲のすべてのデータを、別の場所にコピーします。

コピーを実行すると、コピー先のフレーズにある元の
データは上書きされて消えてしまいます。

z コピー元の範囲
【設定値】 メジャー(小節) 001～999

コピー元の範囲をメジャー(小節)で指定します。

x コピー先の位置
【設定値】 メジャー(小節) 001～999

コピー先の先頭小節をメジャー(小節)で指定します。

c コピーの回数
【設定値】 01～99

何回コピーするかを指定します。

02 Erase Event(イレースイベント)

指定範囲のデータを消去します。

z 消去する範囲
【設定値】 メジャー(小節) 001～999

消去する範囲をメジャー(小節)で指定します。

03 Create Measure(クリエートメジャー)

空白の小節を指定した位置に挿入します。

・空白小節が挿入されると、小節とともに拍子データも
後ろに移動します。

・データが入っている最終小節よりも後の挿入位置を設
定すると、その位置の拍子の設定が入力されるだけで
空白小節は挿入されません。

z 挿入位置
【設定値】 001～999

空白の小節を挿入する位置(何小節目から挿入するか)をメジャー
(小節)で指定します。

x

z

[F4]

x

z

c [F4]

z

[F4]

x

z

c [F4]

001~004 005~016

001~004 005~012 013~024

元のデータ

5小節目にクリエートメジャーで
8小節を挿入

挿入された8小節
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04 Delete Measure(デリートメジャー)

指定した小節を削除します。

削除された以降の小節および拍子データは前に移動(詰め
る)します。

z 削除する範囲
【設定値】 001～999

削除する小節の範囲をメジャー(小節)で指定します。

z

[F4]

001~004 005~012 013~024

001~004 005~016

元のデータ

M005～M012でデリートメジャーを
実行した場合

x 拍子
【設定値】 1/16～16/16、1/8～16/8、1/4～8/4

挿入する小節の拍子を指定します。

c 挿入小節数
【設定値】 01～99

挿入する空白小節の小節数を設定します。

z ソングナンバー(Song)
【設定値】 01～20

コンバートしたデータをコピーするソングナンバーを設定しま
す。

x 小節
【設定値】 001～999

コンバートしたデータを何小節目からコピーするかを設定しま
す。

06 Copy Chain(コピーチェイン)

指定したパターンチェインのすべてのデータを別のパターンチェイ
ンにコピーします。

z コピー元のチェインナンバー(Chain)
x コピー先のチェインナンバー(Chain)
【設定値】 01～20

チェインナンバーを設定して、コピー元とコピー先のパターン
チェインを選択します。

x

z

[F4]

05 Convert to Song
(コンバートトゥーソング)

現在選択しているパターンチェインを演奏データに展開して、指定
したソングにコピーします。

このジョブの画面ではパターンチェインは選択できませ
ん。あらかじめ、コンバートしたいパターンチェインを
選択してから、ジョブに入ってください。

z [F4]x



110

3. パターンチェインを編集する(パターンチェインジョブ)

08 Chain Name(チェインネーム)

現在選択しているパターンチェインに名前を付けます。(8文字以内)

このジョブではパターンチェインは選択できません。あ
らかじめ、名前を付けたいパターンチェインを選択して
から、ジョブに入ってください。

z チェインネーム
チェインネームを入力します。
[ダイアル1]、[ダイアル2]、[F1]、[F2]を操作してチェイン
ネームを付けます。名前の付け方については、「第1章 基礎知識」
(P.43)をご覧ください。

[ダイアル1]

z

[F1] [F2][ダイアル2]

07 Clear Chain(クリアチェイン)

指定したパターンチェインのデータを消去します。

z 消去するチェインナンバー(Chain)
【設定値】 01～20

チェインナンバーを設定して、消去するパターンチェインを選択
します。

z

[F4]
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3. ソングにグルーブ感をつける(グルーブ) ........................................................................119

4. ソングを間接的に修正する(プレイエフェクト) ............................................................120

5. ソングに特殊なディレイ効果をつける(MIDIディレイ) ................................................120

6. アルペジオ演奏の設定をする(アルペジオ) .................................................................... 121

7. トラックごとの音量やエフェクトのバランスを変更する(ボイス).............................. 122

8. 音の明るさや立ち上がりなどを変更して音色を作り替える(ボイスエディット) ...... 123

9. 音に効果をつける(エフェクト)........................................................................................ 124

10.アサイナブルノブやアウトチャンネルの設定を変更する(セットアップ) .................. 125

11.ソングをディスクに保存する(ディスク) ........................................................................126

12.ソングやトラックを編集する(ソングジョブ) ................................................................130

13.ソングを細かく修正する(ソングエディット) ................................................................139

14.ソングを小節ごとに切り分ける(スプリット) ................................................................141

ソングの再生や作成(レコーディングやエディット)を行うモードです。

リファレンス編

第 4 章　ソングモード
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ソングモードについて

ソングの演奏と作成を行うモードです。

[SONG]を押すとソングモードのソングプレイに入り、ディスプレイには下のような画面が表示されます。

ソングモードのサブモード

ソングモードは、次の14のサブモードで構成されています。

●ソングプレイ[SONG]…(P.113)
ソングを選択して再生します。ソングモードに入ると必ずこのペー
ジが表示されます。

●ソングレコーディング[REC]…(P.114)
トラックに演奏を録音して、ソングを作ります。

●グルーブ[GROOVE]…(P.119)
各トラックの演奏に微妙なノリやグルーブ感を付け加えます。

●プレイエフェクト[PLAY FX]…(P.120)
各トラックの演奏に厚みやハーモニーを付け加えます。

●MIDIディレイ[MIDI DELAY]…(P.120)
各トラックの演奏に対してMIDIデータによる特殊なディレイ効果を
付け加えます。

●アルペジオ[ARPEGGIO]…(P.121)
アルペジオをオンにしたときの分散和音の演奏方法を設定します。

●ボイス[VOICE]…(P.122)
各トラックの音量やエフェクトのバランスなどを設定します。

●ボイスエディット[VOICE EDIT]…(P.123)
各トラックの音色を変更します。

●エフェクト[EFFECT]…(P.124)
リバーブ、コーラス、バリエーションの各エフェクトの設定を行い
ます。

●セットアップ[SETUP]…(P.125)
チャンネルやノブの設定を行います。

ソングについては、「第1章 基礎知識」(P.37)をご覧くだ
さい。
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ソングモードについて/1. ソングを再生する(ソングプレイ)

●ディスク[DISK]…(P.126)
フロッピーディスクへデータを保存したり、読み込んだりします。

●ジョブ[JOB]…(P.130)
ソングに対してさまざまな編集を行います。

●エディット[EDIT]…(P.139)
トラックに録音されている演奏データの修正や、新たなデータの挿
入を行います。

●スプリット[SPLIT]…(P.141)
ソングを分割して複数のパターンに切り分けます。

1. ソングを再生する(ソングプレイ)

ソングを選択して再生します。

[SONG]を押してソングモードに入ると必ずこのページが表示されます。

ソングの再生手順

1. ソングナンバーを設定し、再生するソングを選択します。

2. [PLAY]を押すとプレイランプが点滅し、ソングが再生されま
す。

3. [STOP]を押すと再生が止まります。

・ソング再生中に、ソングプレイページに表示されてい
る各種設定を変更できます。再生中に変更したデータ
は、そのままソングデータとして保存されます。

・ユーティリティモードのボイスセットアップトゥー
TG(P.147)がOFFになっていると、ソングを変更して
もボイス、ボイスエディット、エフェクトの設定が変
更されません。

表示とパラメーター

z ソングナンバー(SONG) .................................. [ダイアル1]

x ソングネーム
【設定値】 ソングナンバー 01～20

ソングネーム 表示のみ

ソングナンバーを設定して、再生するソングを選びます。
ソングネームについては、「12. ソングジョブ」(P.139)をご覧
ください。

c ジャンプロケーション(JUMP)....................... [ダイアル2]

【設定値】 OFF、001～999

[STOP]を押したときにジャンプする小節を設定します。

v パッドベロシティ(PAD VELO) ..................... [ダイアル3]

【設定値】 001～127、RND1～RND4(ランダム)

キーボードパッドを演奏したときのベロシティの値を設定しま
す。
1～127では設定した値がそのまま入力されます。
RND1～RND4では、ベロシティがランダムに入力されます。

b テンポ(BPM) .................................................... [ダイアル4]

【設定値】 025.0～300.0(BPM)

ソングを再生するテンポを設定します。

[ TAP ]をたたいてテンポを設定する方法もあります
(P.43)。

z
[ダイアル1]

c
[ダイアル2]

v
[ダイアル3]

b
[ダイアル4]

x n m

,

.

⁄0

⁄1
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1. ソングを再生する(ソングプレイ)/2. ソングを録音する(ソングレコーディング)

2. ソングを録音する(ソングレコーディング)

ソングの各トラックに演奏データを録音して、ソングを作成する機能です。録音方法には、リアルタイムレコーディングとステップ

レコーディング、グリッドステップレコーディングの3通りの方法があります。ソングではパンチレコーディング(リアルタイム)が

できます。

レコーディングに入る前には、ユーティリティモードのメモリープロテクトをOFFに設定してあるかご確認ください(P.145)。こ
こがONになっていると録音ができませんのでご注意ください。

ソングレコーディングのページ

ソングレコーディングは以下のページで構成されています。

●レコーディングスタンバイ…(P.115)
レコーディングを行うトラックやレコーディング方法の選択など、
録音の準備を行います。

n トランスポーズ(TRANS)
【設定値】 -36～+36(半音)

ソングを移調して再生します。
半音単位で設定します。12で1オクターブになります。

【手順】
パターンモードのトランスポーズと同じ手順になります
(P.48)。

m メジャー(MEAS)
【設定値】 メジャー 001～999

再生中の小節を表示します。

[p]/[r]/[f]を操作すると、カーソルの位置に関係
なくメジャーを移動することができます(再生中も可
能)。

, ベロシティメーター
トラックのデータの有無と再生時のベロシティ、ミュートを表示
します。
: トラックにデータが録音されていることを示します。再生時
には、そのトラックで再生した音符のベロシティの値に応じ
て棒グラフが表示されます。
:トラックがミュート(発音を一時的に止めた状態)されている
ことを示します。
:トラックがソロ(そのトラック以外の発音を一時的に止めた
状態)に設定されていることを示します。

●ミュート/ソロの設定手順
パターンモードのベロシティメーターと同じ手順になります
(P.49)。

. オクターブ(OCT)
【設定値】 -4オクターブ～+4オクターブ

[OCT DOWN]/[OCT UP]で設定されているキーボードパッド
のオクターブ関係を表示します。

押しながら

表示の「<」が1つ増えるごとに元の音程よりも1オクターブずつ
下がり、「>」が増えるごとに1オクターブずつ上がります。
[OCT DOWN]と[OCT UP]を同時に押さえると、元の音程に戻
ります。

⁄0 トラック(TR)
【設定値】 BPM、01～16

設定を変更するトラックを選択します。
BPMはテンポトラック、1～16はシーケンストラックです。

●トラックの選択手順
テンポトラックを選択できること以外はパターンモードのト
ラックと同じ手順になります(P.50)。

テンポトラックは[TRACK]を押しながらキーボードパッド
の[BPM]の黒鍵(#レ)を押します。

⁄1 拍子
【設定値】 1/16～16/16、1/8～16/8、1/4～8/4

ソングの拍子を設定します。
カーソルを拍子に移動してから、[NO -1]/[YES +1]を押して
設定します。
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2. ソングを録音する(ソングレコーディング)

●リアルタイムレコーディング(P.116)
RM1xのキーボードパッドやアサイナブルノブ、および外部MIDI機
器の演奏を、そのまま録音する方法です。他のトラックを再生しな
がら録音することもできます。

リアルタイムレコーディング:リプレース(P.116)
すでにデータの入っているトラックに対して、上書きでレコー
ディングを行います。上書きするため、録音した小節については
元のデータは消えてしまいます。同じトラックを何度も録音し直
す場合に便利です。

リアルタイムレコーディング:オーバーダブ(P.116)
すでにデータの入っているトラックに対して、重ねてレコーディ
ングを行います。重ねて録音するため、元のデータは消えませ
ん。これは、あるトラックをいくつかの部分に分けて重ねて録音
する場合に便利です。

リアルタイムレコーディング:パンチ(P.116)
パンチインとパンチアウトの位置をあらかじめ設定し、その範囲
内をリアルタイムレコーディングする方法です。1度レコーディ
ングしたトラックの一部をリアルタイムレコーディングで録音し
直す場合に便利です。この場合、設定した範囲内にあったデータ
は消えてしまいます。

●ステップレコーディング(P.116)
音符を1つずつ順番に入力していく方法です。
音符の種類を選択してから、ノートパッドで音程を指定して音符を
入力します。

●グリッドステップレコーディング(P.118)
ステップレコーディングと同様に、音符を1つずつ順番に入力してい
く方法です。
音程を設定してから、ノートパッドで音符を入力するタイミングを
指定して音符を入力します。ドラムやシーケンスフレーズなど、同
じ音程の音符が続くトラックを入力するのに便利な方法です。

レコーディングスタンバイ

レコーディングを行うトラックやレコーディング方法の選択など、
録音の準備を行います。

レコーディングスタンバイを表示する手順

1. [SONG]を押して、ソングプレイを表示させます。

2. [ダイアル1]を回して、レコーディングするソングを選択しま
す。

3. [REC]を押すと、レコーディングスタンバイになります。

表示とパラメーター

ここではレコーディングスタンバイのときにだけ操作できるパラ
メーターを解説します。その他のパラメーターはソングプレイ
(P.113)をご覧ください。

z トラックタイプ(TRACK TYPE) ................... [ダイアル1]

【設定値】 SINGL(シングル)、MULTI(マルチ)

1度に複数のトラックに録音するかどうかを設定します。
SINGL(シングル)では、トラックごとに録音する通常の録音状態
になります。
MULTI(マルチ)では、トラック1～16がレコーディングトラッ
クとなり、外部MIDI機器から送られてきた演奏データを1度に
録音できます。録音したデータは、MIDIチャンネルごとにト
ラック1～16に振り分けて録音されます。

外部シーケンサーから複数パートの演奏データをリアル
タイムに録音(コピー)するときや、MIDIギターなど複数
のMIDIチャンネルを出力するMIDI機器の演奏を録音する
ときなどに便利です。

x レコーディングタイプ(REC TYPE) .............. [ダイアル2]

【設定値】 REPL(リプレース)、OVER(オーバーダブ)、
PNCH(パンチ)、STEP(ステップ)、
GRID(グリッドステップ)

録音方法を選択します。

・レコーディングトラックにBPMトラックが選択されて
いる場合は、レコーディング方法としてOVER(オー
バーダブ)、GRID(グリッドステップ)を選択できませ
ん。

・トラックタイプがマルチの場合、レコーディング方法
としてSTEP(ステップ)とGRID(グリッドステップ)は
選択できません。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

b

トランスポーズ メジャーnm
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2. ソングを録音する(ソングレコーディング)

録音手順

1. [SONG]を押し、てソングプレイを表示させます。

2. [ダイアル1]を回して、録音するソングを選択します。

3. [REC]を押して、レコーディングスタンバイを表示させます。

4. レコーディングを行うトラックを選択します。

5. [ダイアル2]でレコーディング方法をSTEPに設定します。

6. [PLAY]を押すとランプが点灯し、ステップレコーディングの
ページが表示されます。

7. イベントタイプで入力するデータの種類を、ノート(音符)、ピッ
チベンド、コントロールチェンジの中から選択します。

BPMトラックを選択した場合は、イベントタイプはBPM
チェンジに固定になっています。

●音符を入力する場合
8. [ダイアル1]で音符を入力する位置、[ダイアル2]で音符の長さ、

[ダイアル3]でキーボードパッドのベロシティ、[ダイアル4]で
ゲートタイムを設定します。

9. キーボードパッドを押して、音符を入力します。
[F1]で休符、[F2]でタイの入力ができます。
[F3]デリートと[F4]バックデリートで入力した音符やデータを
消去します。

ステップレコーディングでは、鍵盤を離したときに音符
が入力されるので、和音を入力する場合は必要な鍵盤を
すべて押さえ終えてから鍵盤を離します。

10. [PLAY]を押すとLEDが点滅し、入力中の演奏を再生して確認す
ることができます。[STOP]を押すと再生が止まり、引き続きス
テップ入力できる状態になります。

11. [STOP]を押すと、録音が終了してソングプレイに戻ります。

リアルタイムレコーディング

トラックに、RM1xのキーボードパッドやアサイナブルノブ、また
は外部MIDIキーボードからの演奏をリアルタイムに録音します。
ここではREPL(リプレース)とOVER(オーバーダブ)、PNCH(パン
チ)を、リアルタイムレコーディングとして説明します。

録音手順(パンチ)

1～4の手順は、リプレース、オーバーダブと共通です。

5. [ダイアル2]でレコーディング方法をPNCHに設定し、パンチイ
ンポイントとパンチアウトポイントを設定します。
必要に応じて、[ダイアル3]でパッドベロシティ、[ダイアル4]で
BPM(テンポ)を設定します。

6. [PLAY]を押すとランプが点滅し、カウントの後、再生がスター
トします。
・パンチインポイントになると自動的に録音状態になり、パン
チアウトポイントで再び再生状態に戻ります。

7以降の手順は、リプレース、オーバーダブと共通です。
�

ステップレコーディング

演奏データを1ステップずつ録音する方法です。

録音手順(リプレース、オーバーダブ)

1. [SONG]を押して、ソングプレイを表示させます。

2. [ダイアル1]を回して、録音するソングを選択します。

3. [REC]を押して、レコーディングスタンバイを表示させます。

4. レコーディングを行うトラックを選択します。

5. [ダイアル2]でレコーディング方法をREPLまたはOVERに設定
します。
必要に応じて、[ダイアル3]でパッドベロシティ、[ダイアル4]で
BPM(テンポ)を設定します。

レコーディングトラックにBPMトラックが選択されてい
る場合は、レコーディング方法としてOVER(オーバーダ
ブ)、GRID(グリッドステップ)を選択できません。

6. [PLAY]を押すとランプが点滅し、カウントの後、録音がスター
トします。

7. キーボードパッドやアサイナブルノブを演奏して録音します。

・ボイスは、サブモードのボイス(P.122)で選択します。
・BPMトラックを選択した場合は、[ダイアル4]を回して
テンポの変化を録音します。

8. [STOP]を押すと録音が終了して、ソングプレイに戻ります。

[SHIFT]と[F4]を同時に押すと、ソングジョブの「00アン
ドゥー/リドゥー」機能(P.131)が働き、直前のレコーディ
ング操作を取り消すことができます。リプレースで大切
なデータを誤って消してしまった場合などに便利です。

b トラック(TR)
【設定値】 BPM、01～16

レコーディングを行うトラックを選択します(P.50)。
BPMはテンポトラック、1～16は通常のトラックです。

n パンチインポイント、m パンチアウトポイント
【設定値】 001:1～999:16

リアルタイムレコーディングのパンチ録音の際の、録音を行う範
囲を設定します。

c パッドベロシティ(PAD VELO) ..................... [ダイアル3]

v テンポ(BPM) .................................................... [ダイアル4]

ソングプレイと同じパラメーターです。詳しくはソングプレイ
(P.113)をご覧ください。
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2. ソングを録音する(ソングレコーディング)

表示とパラメーター

・イベントタイプがノートの場合

z ビートグラフ
ステップレコーディングで実際に音符を置いていく画面です。
4/4拍子の場合、1ページに4拍分の画面が表示され、1拍ずつ
区切って小節数と拍数が表示されます。
ビートグラフ上の1つの◇は32分音符の長さを表します。した
がって8個の◇で4分音符、32個の◇で全音符の長さになりま
す。
たとえば、4/4拍子で、1小節の譜割りが「  」の場
合は、下図のように表示されます。

x ポインター
ビートグラフ上で音符を入力する位置を示す三角形の表示です。
[ダイアル1]を回すと、左右に移動します。

c レコードイベントタイプ(EVENT TYPE)
【設定値】 Note(ノート)、PB(ピッチベンド)、

CC[000]～CC[119](コントロールチェンジ)
BPM change(BPMトラックが選択されている場合)

入力するデータの種類を選択します。
Noteでは、音符を入力します。
PBでは、ピッチベンドチェンジのデータを入力します。
CC[000]～CC[119]では、バンクセレクトやボリューム、パ
ン、エクスプレッションなどのデータの種類をコントロールナン
バーで選択します。
BPM changeでは、テンポチェンジのデータを入力します。
データの種類を変更すると、ダイアルやファンクションボタンの
機能が若干変化します。

【手順】
カーソルをレコードイベントタイプに移動し、[NO -1]/
[YES +1]で設定します。

v ポインター(POINTER).................................... [ダイアル1]

【設定値】 001:01:000～999:04:479

音符やデータの入力位置を設定します。
[ダイアル1]を回すと、ポインターが左右に移動します。

b ステップタイム(STEP) ................................... [ダイアル2]

【設定値】
音符で入力する場合 32分音符　 、

16分3連音符　 、16分音符　 、
8分3連音符　 、8分音符　 、
4分3連音符　 、4分音符　 、
2分音符　 、全音符　

数値で入力する場合 0001～9999クロック

入力する音符や休符の長さを設定します。
イベントタイプにPBやCCが設定されている場合は、入力する
データの間隔を設定します。

【手順】
音符で入力する場合 ........ [ダイアル2]を回します。
数値で入力する場合 ........ カーソルを数値に移動し、

[NO -1]/[YES +1]で入力します。

数値は、[NUM]とキーボードパッド、[ENTER]の組み合
わせでも入力できます。詳しくは、「第1章 基礎知識」
(P.42)をご覧ください。

n パッドベロシティ(PAD VELO) ..................... [ダイアル3]

【設定値】 001～127、RND1～4(ランダム)

キーボードパッドを演奏したときのベロシティの値を設定しま
す。
1～127では設定した値がそのまま入力されます。
RND1～RND4では、ベロシティがランダムに入力されます。

m
[ダイアル3]

.
[F1]

⁄0
[F2]

⁄1
[F3]

⁄2
[F4]

x

z

c

v
[ダイアル1]

b
[ダイアル2]

n
[ダイアル3]

,
[ダイアル4]

●ピッチベンドやコントロールチェンジ、テンポを入力する場合
8. [ダイアル1]でデータを入力する位置、[ダイアル2]でデータの間

隔、[ダイアル3]でデータの値を設定します。
[SHIFT]を押しながらダイアルを回すと、数値が10単位で変化
します。数値を大きく変化させるときに便利です。

9. キーボードパッドを押してデータを入力します。どのパッドを押
しても設定したデータが入力されます。ただし、[ダイアル3]を
PADに設定した場合は、キーボードパッドの位置で入力する値
を変化することができます。
[F1]で休符が入力できます。[F3]デリートと[F4]バックデリー
トで入力した音符やデータを消去します。

10. [PLAY]を押すとLEDが点滅し、入力中の演奏を再生して確認す
ることができます。[STOP]を押すと再生が止まり、引き続きス
テップ入力できる状態になります。

11. [STOP]を押すと、録音が終了してソングプレイに戻ります。

・イベントタイプがノート以外の場合
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2. ソングを録音する(ソングレコーディング)

付点音符もタイを使って入力できます。たとえば付点4分音符
は、ステップタイムを8分音符にして音を入力してから、その直
後に[F2]を2回押します。

間違えた音符を入力した場合、ステップタイムを変えず
に[F4]を押すと、入力前と同じ状態に戻ります。

グリッドステップレコーディング

ステップレコーディングと同様に、ノートデータを1ステップずつ録
音する画面です。グリッドステップレコーディングでは、先に音程
を設定してから、入力する位置をノートパッドで指定して音符を入
力します。ドラムやシーケンスフレーズなど、同じ音程の音符が続
くトラックを入力するのに便利な方法です。

録音手順

1. [SONG]を押して、ソングプレイを表示させます。

2. [ダイアル1]を回して、録音するソングを選択します。

3. [REC]を押して、レコーディングスタンバイを表示させます。

4. レコーディングを行うトラックを選択します。

5. [ダイアル2]でレコーディング方法をGRIDに設定します。

6. [PLAY]を押すとランプが点灯し、グリッドステップレコーディ
ングのページが表示されます。

7. [ダイアル1]で入力する音符の音程を設定します。
必要に応じて、[ダイアル2]でゲートタイム、[ダイアル3]でパッ
ドベロシティを設定します。

8. キーボードパッドの白鍵で、音符を入力する位置(グリッド)を設
定します。
グリッドとは、1小節を16分音符単位に16分割したもので、
キーボードパッドの白鍵が各グリッドに対応しています。左端の
白鍵が1拍目の頭のグリッドで、4つごとに2拍目、3拍目とな
ります。
音符を入力したいグリッドの白鍵を押すと、LEDが点灯して音
符が入力されます。同じ鍵盤を押してLEDを消すと、音が削除
されます。
5/4拍子など、1小節のグリッド数が16個以上ある場合は、
[OCT UP]を押して5拍目以降の音符を入力します。[OCT
DOWN]を押すと、再び1～4拍目を入力する状態に戻ります。
たとえば、4/4拍子で、1小節の譜割りが「  」の
場合は、下図のように入力します。

m バリュー(VALUE) ............................................ [ダイアル3]

【設定値】 イベントタイプがPB -8192～+8191、PAD
イベントタイプがCC 000～127、PAD
イベントタイプがBPM change 025.0～300.0

入力するデータの値を設定します。[ENTER]を押すと入力され
ます。
PADに設定すると、キーボードパッドで直接データを入力でき
ます。

【手順】
パターンモードのバリューと同じ手順になります(P.55)。

, ゲートタイム(GATE TIME) ........................... [ダイアル4]

【設定値】 001%～200%

入力する音符のスラーやスタッカートなどの設定を行います。
ゲートタイムとは、実際に音が鳴っている時間を意味する言葉で
す。同じ4分音符を演奏する場合でも、スタッカートとスラーで
は音が鳴っている時間が異なります。
ここでは、ゲートタイムを、ステップタイムに対する%で設定す
る仕組みになっています。
この設定が50%でスタッカート、80～90%で通常の演奏、
99%でスラーになります。

. 休符(Rest) .................................................................. [F1]
[F1]を押すと、ステップタイムで設定した長さの休符が入力さ
れ、ポインターが移動します。ただし休符はビートグラフには表
示されません。

RM1xには休符を示すデータはありません。ですから休
符の入力とは、音符を入力せずにポインターを移動して
いるのと同じことになります。

⁄0 タイ(Tie) ...................................................................... [F2]
[F2]を押すと、直前に入力した音符がステップタイム分だけ伸
びます。たとえば下記の楽譜では、qの音を(ステップタイムを
4分音符にして)入力してから、ステップタイムを8分音符に変え
て[F2]を押すと、wの音が入力されます。

⁄1 デリート(Delete) ....................................................... [F3]
ポインターの示している位置にある音符をすべて削除します。

⁄2 バックデリート(BkDelete) ...................................... [F4]
ポインターを1ステップタイム分だけ戻し、その位置にある音符
をすべて削除します。
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z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

2. ソングを録音する(ソングレコーディング)/3. ソングにグルーブ感をつける(グルーブ)

9. [r]/[f]を押すと、小節を前後に移動できます。

10. [PLAY]を押すとLEDが点滅し、入力中の演奏を再生して確認す
ることができます。[STOP]を押すと再生が止まり、引き続き入
力できます。

11. [STOP]を押すと、録音が終了してソングプレイに戻ります。

表示とパラメーター

z 音程(NOTE) ...................................................... [ダイアル1]

【設定値】 C-2～G8

入力する音符の音程を設定します。

[ダイアル1]を回して設定する以外に、[SHIFT]を押しな
がらキーボードパッドの白鍵を押さえて設定することも
できます。

x ゲートタイム(GATE TIME) ........................... [ダイアル2]

【設定値】 001%～999%

ステップレコーディングと同じパラメーターです。詳しくはス
テップレコーディング(P.118)をご覧ください。

c パッドベロシティ(PAD VELO) ..................... [ダイアル3]

v テンポ(BPM) .................................................... [ダイアル4]

ソングプレイと同じパラメーターです。詳しくはソングプレイ
(P.113)をご覧ください。

3. ソングにグルーブ感をつける(グルーブ)

グルーブを設定して、ソングの演奏にグルーブ感をつけるサブモードです。

グルーブは、ノートデータの発音タイミングとゲートタイム、ベロシティを一定のルール(グリッドグルーブ)に従わせることで、ソ

ングに微妙なノリやグルーブ感を付け加える機能です。グルーブを設定することで、プリセットソングのグルーブ感を自由に変更し

たり、面白味に欠ける機械的なソングをドライブ感のある音楽的なデータに作り替えたりすることができます。

ソングプレイから、[GROOVE]を押すと、グルーブのグリッドグルーブページが表示されます。

詳細はパターンモードのグルーブと同じです(P.58)。

表示とパラメーター z ノートオフセット(NOTE OFFSET) .............. [ダイアル1]

x クロックシフト(CLOCK SHIFT) .................. [ダイアル2]

c ゲートオフセット(GATE OFFSET) .............. [ダイアル3]

v ベロシティオフセット(VELO OFFSET) ...... [ダイアル4]

b トラック(TR)
n グリッド(GRID)

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

nb
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4. ソングを間接的に修正する(プレイエフェクト)/5. ソングに特殊なディレイ効果をつける(MIDIディレイ)

4. ソングを間接的に修正する(プレイエフェクト)

プレイエフェクトの設定をして、ソングを演奏する際に、一時的にゲートタイムやベロシティを変更したり、音にハーモニーをつけ

て音を厚くしたりするサブモードです。ハーモナイズとプレイエフェクトの2つのページがあります。

ソングプレイから、[PLAY FX]を押すとプレイエフェクトに入ります。

詳細はパターンモードのプレイエフェクトと同じです(P.60)。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ

表示とパラメーター

[1]ハーモナイズページ

z ユニゾン(UNISON) ......................................... [ダイアル1]

x オクターバー(OCTAVER) .............................. [ダイアル2]

c ハーモナイズ1(HARMONIZE1)................... [ダイアル3]

v ハーモナイズ2(HARMONIZE2)................... [ダイアル4]

[2]プレイエフェクトページ

z ビートストレッチ(BEAT STRETCH) .......... [ダイアル1]

x クロックシフト(CLOCK SHIFT) .................. [ダイアル2]

c ゲートタイムレイト(GATE TIME) ................ [ダイアル3]

v ベロシティオフセット(VELO OFFSET) ...... [ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ

5. ソングに特殊なディレイ効果をつける(MIDIディレイ)

MIDIディレイのかかり方を設定して、ソングに特殊なディレイ効果をつけるサブモードです。

MIDIディレイは、各トラックに録音されているノートデータと同じデータを、元のデータから遅れて何度も再生することで、エフェ

クトのディレイと同様の効果を作る機能です。エフェクトのディレイに対して、より特殊な効果を出すことができます。ディレイと

フィードバックの2つのページがあります。

ソングプレイから、[MIDI DELAY]を押すと、MIDIディレイページが表示されます。

詳細はパターンモードのMIDIディレイと同じです(P.62)。

表示とパラメーター

[1]ディレイページ

z ディレイタイム(DELAY TIME) ..................... [ダイアル1]

x ディレイレベル(DELAY LEVEL) .................. [ダイアル2]

c リピートタイム(REPEAT TIMES) ............... [ダイアル3]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ
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5. ソングに特殊なディレイ効果をつける(MIDIディレイ)/6. アルペジオ演奏の設定をする(アルペジオ)

[2]フィードバックページ z フィードバックベロシティ
(FB VELOCITY) .............................................. [ダイアル1]

x フィードバックノート(FB NOTE) ................. [ダイアル2]

c フィードバックゲートタイム
(FB GATE TIME) ............................................ [ダイアル3]

v フィードバッククロック(FB CLOCK).......... [ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ

6. アルペジオ演奏の設定をする(アルペジオ)

アルペジオのかかり方を設定するサブモードです。

アルペジオとは、分散和音を自動演奏する機能です。特にダンス系やテクノ系の音楽には欠かすことのできない効果的なサウンドを

演出します。

ソングプレイから[ARPEGGIO]を押すと、アルペジオのアルペジオセッティングのページが表示されます。

詳細はパターンモードのアルペジオと同じです(P.65)。

表示とパラメーター z アルペジオタイプ(TYPE)................................ [ダイアル1]

x ソート(SORT) .................................................. [ダイアル2]

c ホールド(HOLD) .............................................. [ダイアル3]

v オクターブレンジ(OCT RANGE) ................. [ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

トラックナンバー トランスポーズ
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7. トラックごとの音量やエフェクトのバランスを変更する(ボイス)

7. トラックごとの音量やエフェクトのバランスを変更する(ボイス)

ソングを再生する際のトラックごとの音量やエフェクトのバランスを変更するサブモードです。ボイス/バランスとエフェクトセン

ドの2つのページがあります。

ソングプレイから、[VOICE]を押すとボイスに入ります。

詳細はパターンモードのボイスと同じです(P.66)。ただし、ソングではボイス/バランスのページのBANKで「＊＊＊　＊＊＊」と表

示されることはありません。

表示とパラメーター

[1]ボイス/バランスページ

z ボイスバンク(BANK) ...................................... [ダイアル1]

x プログラムナンバー(PGM) ............................. [ダイアル2]

c パン(PAN)......................................................... [ダイアル3]

v ボリューム(VOL) .............................................. [ダイアル4]

[2]エフェクトセンドページ

・バリエーションコネクション=INSERTの場合

・バリエーションコネクション=SYSTEMの場合

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ

z バリエーションセンド(VARIATION) ........... [ダイアル1]

x コーラスセンド(CHORUS) ............................ [ダイアル2]

c リバーブセンド(REVERB) ............................. [ダイアル3]

v ドライレベル(DRY LEVEL) ........................... [ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ



4

ソ
ン
グ
モ
ー
ド

123

8. 音の明るさや立ち上がりなどを変更して音色を作り替える(ボイスエディット)

8. 音の明るさや立ち上がりなどを変更して音色を作り替える(ボイスエディット)

音の明るさや立ち上がりなどを変更して、ソングを再生する際のトラックごとの音色を作り替えるサブモードです。EG、ピッチベ

ンド/ポルタメント、LFO、フィルターの4つのページがあります。

ソングプレイから、[VOICE EDIT]を押すとボイスエディットに入ります。

詳細はパターンモードのボイスエディットと同じです(P.68)。

表示とパラメーター

[1]EGページ

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ

z アタックタイム(ATTACK) ............................. [ダイアル1]

x ディケイタイム(DECAY) ............................... [ダイアル2]

c リリースタイム(RELEASE) ........................... [ダイアル3]

[2]ピッチベンド/ポルタメントページ

z ピッチベンドレンジ(P.B. RANGE) ............... [ダイアル1]

x ピッチベンド(PITCH BEND) ........................ [ダイアル2]

c ポルタメントオン/オフ(PORT ON/OFF) .... [ダイアル3]

v ポルタメントタイム(PORTA TIME)............. [ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ

[3]LFOページ

z LFOレイト(LFO RATE) ................................. [ダイアル1]

x ピッチモジュレーションデプス
(PITCH DEPTH) ............................................. [ダイアル2]

c フィルターモジュレーションデプス
(FILTER DEPTH) ........................................... [ダイアル3]

v アンプリチュードモジュレーションデプス
(AMP. DEPTH) ............................................... [ダイアル4]

[4]フィルターページ

z カットオフ(CUTOFF) ..................................... [ダイアル1]

x レゾナンス(RESONANCE) ........................... [ダイアル2]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

ページナンバートラックナンバー トランスポーズ
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9. 音に効果をつける(エフェクト)

9. 音に効果をつける(エフェクト)

ソングで使用するエフェクトを選択したり、エフェクトの設定を変更したりします。タイプ、バリエーションエディット、コーラス

エディット、リバーブエディットの4つのページに加え、バリエーションエディット、コーラスエディット、リバーブエディットに

は[DISPLAY←]/[DISPLAY→]で切り替えられるページが2ページずつあり、合計7ページがあります。

ソングプレイから、[EFFECT]を押すとエフェクトに入ります。

詳細はパターンモードのエフェクトと同じです(P.70)。

表示とパラメーター

[1]タイプページ

バリエーションコネクションの
切り替え

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバー

v
[ダイアル4]

z バリエーションタイプ(VARIATION) ........... [ダイアル1]

x コーラスタイプ(CHORUS) ............................ [ダイアル2]

c リバーブタイプ(REVERB) ............................. [ダイアル3]

v バリエーションコネクション(VAR.CNCT) .. [ダイアル4]

[2]バリエーションエディットページ

・バリエーションコネクション=INSERT

z ～ b エフェクトパラメーター .... [ダイアル1]～[ダイアル4]

n ドライ/ウェット(Dry/Wet) ........................... [ダイアル2]

・バリエーションコネクション=SYSTEM

z ～ b エフェクトパラメーター .... [ダイアル1]～[ダイアル4]

n センドバリエーショントゥーコーラス
(Send>Cho) ..................................................... [ダイアル2]

m センドバリエーショントゥーリバーブ
(Send>Rev) ..................................................... [ダイアル3]

, バリエーションパン(Vari.Pan) ...................... [ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバー

v
[ダイアル4]

b
[ダイアル1]

n
[ダイアル2]

m
[ダイアル3]

ページナンバー

,
[ダイアル4]

バリエーションタイプ

バリエーションタイプ

ページナンバー バリエーションタイプ

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

b
[ダイアル1]

n
[ダイアル2]

ページナンバー バリエーションタイプ
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9. 音に効果をつける(エフェクト)/10. アサイナブルノブやアウトチャンネルの設定を変更する(セットアップ)

[3]コーラスエディットページ

z ～ v エフェクトパラメーター .... [ダイアル1]～[ダイアル4]

b センドコーラストゥーリバーブ
(Send>Rev) ..................................................... [ダイアル3]

n コーラスパン(Chorus Pan) ........................... [ダイアル4]

[4]リバーブエディットページ

z ～ b エフェクトパラメーター .... [ダイアル1]～[ダイアル4]

n リバーブパン(Reverb Pan) ........................... [ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバー

v
[ダイアル4]

b
[ダイアル1]

ページナンバー

n
[ダイアル4]

リバーブタイプ

リバーブタイプ

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

ページナンバー

v
[ダイアル4]

b
[ダイアル3]

ページナンバー

n
[ダイアル4]

コーラスタイプ

コーラスタイプ

10. アサイナブルノブやアウトチャンネルの設定を変更する(セットアップ)

アサイナブルノブやアウトチャンネルなどの設定を変更するサブモードです。ローブースト、ノブアサイン、アウトチャンネルの3

つのページがあります。

ソングプレイから、[SETUP]を押すとセットアップに入ります。

詳細はパターンモードのセットアップと同じです(P.74)。

表示とパラメーター

[1]ローブーストページ

z フリケンシー(FREQUENCY) ........................ [ダイアル3]

x ゲイン(GAIN) ................................................... [ダイアル4]

z
[ダイアル3]

ページナンバー
ソングナンバー、
ソングネーム

x
[ダイアル4]

[2]ノブアサインページ

・テンプレート＝DEFLTの場合

c
[ダイアル3]

ページナンバー
ソングナンバー、
ソングネーム

v
[ダイアル4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2] ノブ
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10. アサイナブルノブやアウトチャンネルの設定を変更する(セットアップ)/11. ソングをディスクに保存する(ディスク)

z テンプレート(TEMPLATE)............................ [ダイアル1]

x ノブ(KNOB) ...................................................... [ダイアル2]

c パラメーター(PARAMETER) ........................ [ダイアル3]

v トラック(TRACK) ........................................... [ダイアル4]

[3]アウトチャンネルページ

z
[ダイアル3]

ページナンバー
ソングナンバー、
ソングネーム

x
[ダイアル4]

トラック

z TO TGチャンネル(TO TG)............................. [ダイアル3]

x MIDIアウトチャンネル(MIDI OUT) .............. [ダイアル4]

11. ソングをディスクに保存する(ディスク)

フロッピーディスクへデータを保存したり、データを読み出したりするサブモードです。セーブ、ロード、リネーム、デリート/

フォーマット/インフォメーションの4つのページがあります。

ソングプレイから、[DISK]を押すとディスクに入ります。

ファイルタイプについて

●SONG(ソング)
選択したソングに含まれるすべてのデータを1ファイルとして扱いま
す。
ソングには、録音したシーケンスデータだけでなく、グルーブ、プ
レイエフェクト、MIDIディレイ、アルペジオ、ボイス、ボイスエ
ディット、エフェクト、セットアップの設定も含まれます。

●SMF(スタンダードMIDIファイル)
選択したソングに含まれる演奏データだけを、スタンダードMIDI
ファイルのフォーマット0で保存します。

●SMF+TGHeadr
(スタンダードMIDIファイル+TGヘッダー)

選択したソングに含まれる演奏データの先頭に、プログラムチェン
ジ、ボリューム、パン、リバーブセンド、コーラスセンド、バリ
エーションセンド、ピッチベンドセンシティビティの設定を挿入し
て、スタンダードMIDIファイルのフォーマット0で保存します。

データの拡張子

前記のデータを保存すると、ファイルの拡張子(ファイルの種類を示
す名前)として以下の3文字が自動的に書き込まれます。

SONG ........................ .R1S
SMF ........................... .MID
SMF+TGHeadr ....... .MID
ALL ............................ .R1A

フロッピーディスクについては、パターンモードのディスク(P.76)をご覧ください。

・テンプレート＝DEFLT以外の場合

●ALL(オール)
RM1xのメモリー内のすべてのデータをまとめて1つのファイルとし
て扱います。
オールには、次のデータが含まれます。

スタイル................................ スタイルU01～U50
パターンチェイン ................ パターンチェインモード01～20
ソング ................................... ソング01～20
システムセットアップ ........ ユーティリティモードのすべての設定

ノブ

トラック

パラメーター
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11. ソングをディスクに保存する(ディスク)

セーブ

本体内のデータをフロッピーディスクに保存します。

セーブの手順

1. ソングプレイで[DISK]を押して、セーブページを表示させま
す。

2. [ダイアル1]を回して保存するファイルの種類を選択します。

3. [ダイアル2]を回して保存するソングを選択します。

4. [ダイアル3]、[ダイアル4]、[F3]、[F4]で、ファイルネームを
入力します。ソングネームをファイルネームにコピーする場合
は、[F2]を押します。

表示とパラメーター

[1]セーブページ

z ファイルタイプ(FILE TYPE) ......................... [ダイアル1]

【設定値】 SONG、SMF、SMF+TGheadr、ALL

保存するデータの種類を選択します。
各ファイルタイプについては、「ファイルタイプについて」
(P.126)をご覧ください。

x ソング(SONG).................................................. [ダイアル2]

【設定値】 ソングナンバー 01～20

ソングナンバーを設定して、保存するソングを選びます。
ファイルタイプをALLに設定するとこの項目は空欄になります。

n デフォルトネーム(Deflt Name) .............................. [F2]
選択したソングのソングネームをファイルネームにコピーします。
ファイルタイプにALLが選択されている場合は、ファイルネーム
に「ALL-DATA」という文字が入力されます。

c カーソル移動( ) .................................. [ダイアル3]

v 文字(CHARACTER) ....................................... [ダイアル4]

b セーブ(SAVE!) ........................................................... [F1]
m キャラクターデリート(Char Delete) ..................... [F3]
, エンター(Enter) ......................................................... [F4]

これらの内容は、パターンモードのディスク(P.78)で説明して
いる同名のパラメーターと共通です。

ディスクのページ

ディスクは以下のページで構成されています。

●セーブ
本体内のデータをフロッピーディスクに保存します。

●ロード
フロッピーディスクから本体内にデータを読み込みます。

●リネーム
フロッピーディスクに保存されているファイルのファイルネームを
書き替えます。

●デリート/フォーマット/インフォメーション
フロッピーディスクに保存されているファイルの削除やフォーマッ
トを行ったり、フロッピーディスクの情報を表示します。

5. [F1]を押してセーブを実行します。
同じファイル名のファイルがすでにディスクに保存されている場
合は、「Are You Sure?(Yes/No)」と表示され、上書きしても
よいかどうかをたずねてきます。
上書きしてもよければ[YES +1]を押します。
[NO -1]を押すとセーブが中止され、[F1]を押す前の状態に戻り
ます。　

6. [EXIT]を押すとソングプレイに戻ります。

データの録音されていないソングを選択すると、ソング
ネームが「＊＊＊＊＊＊＊＊」の表示になります。この表示
のソングをセーブしようとすると、「No Data」(データがあ
りません)という表示が出て、セーブは実行されません。

v
[ダイアル4]

ページナンバー

,
[F4]

c
[ダイアル3]

m
[F3]

x
[ダイアル2]

n
[F2]

z
[ダイアル1]

b
[F1]
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11. ソングをディスクに保存する(ディスク)

ロード

フロッピーディスクからデータを読み込みます。

ロードの手順

1. ソングプレイで[DISK]を続けて2回押して、ロードページを表
示させます。

2. [ダイアル1]を回して読み込むファイルの種類を選択します。

3. [ダイアル2]を回して読み込むファイルを選択します。[F4]を押
すと選択されているファイルをディスクから直接再生して、内容
を確認することができます(まだロードは実行されていません)。

4. [ダイアル4]を回して読み込み先のソングを選択します。
手順2で読み込むファイルの種類にALLを選ぶと、この設定は空
欄になり、必要がなくなります。

5. [F1]を押してロードを実行します。
読み込み先のソングにすでにデータが入っている場合は、「Are
You Sure?(Yes/No)」と表示され、上書きしてもよいかどうか
をたずねてきます。
ファイルタイプをALLに設定している場合は、必ず「Are You
Sure?(Yes/No)」が表示され、本体のメモリーをすべて書き替
えてもよいかどうかをたずねてきます。
上書きしてもよければ[YES +1]を押します。
[NO -1]を押すとロードが中止され、[F1]を押す前の状態に戻り
ます。　

6. [EXIT]を続けて2回押すと、ソングプレイに戻ります。

メモリープロテクトがONに設定されていると、[F1]を押
しても「Memory Protect」と表示されてロードが実行され
ません。その場合は、ユーティリティモードのシステム
ページ(P.145)でメモリープロテクトをOFFに設定してか
ら、もう一度上記の操作を実行してください。

表示とパラメーター

[2]ロードページ

v
[F1]

c
[ダイアル4]

ページナンバー

z
[ダイアル1]

b
[F4]

リネーム

ファイルネームを変更します。

リネームの手順

1. ソングプレイで[DISK]を続けて3回押して、リネームページを
表示させます。

2. [ダイアル1]を回してファイルタイプを選択します。

3. [ダイアル2]を回してファイルを選択します。

4. [ダイアル3]、[ダイアル4]、[F3]、[F4]で、ファイルネームを
入力します。

5. [F1]を押して、リネームを実行します。

6. [EXIT]を続けて3回押すと、ソングプレイに戻ります。

表示とパラメーター

[3]リネームページ

z ファイルタイプ(FILE TYPE) ......................... [ダイアル1]

【設定値】 SONG、ALL

読み込むデータの種類を選択します。
各ファイルタイプについては、「ファイルタイプについて」
(P.126)をご覧ください。

SONGでは、スタンダードMIDIファイル(.MID)も読み込
むことができます。

c ソング(SONG).................................................. [ダイアル4]

【設定値】 ソングナンバー 01～20

読み込み先のソングを選択します。
ファイルタイプをALLに設定するとこの項目は空欄になります。

x ディスクファイル(DISK FILE) ...................... [ダイアル2]

v ロード(LOAD!) ........................................................... [F1]
b プリプレイ(Preplay) ................................................. [F4]

これらの内容は、パターンモードのディスク(P.79)で説明して
いる同名のパラメーターと共通です。

z ファイルタイプ(FILE TYPE) ......................... [ダイアル1]

【設定値】 SONG、ALL

データの種類を選択します。
各ファイルタイプについては、「ファイルタイプについて」
(P.126)をご覧ください。

x
[ダイアル2]

ページナンバー

z
[ダイアル1]

b
[F1]

v
[ダイアル4]

m
[F4]

c
[ダイアル3]

n
[F3]

x
[ダイアル2]
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11. ソングをディスクに保存する(ディスク)

SONGでは、スタンダードMIDIファイル(.MID)もファイ
ルネームを変更することができます。

x ディスクファイル(DISK FILE) ...................... [ダイアル2]

c カーソル移動( ) .................................. [ダイアル3]

v 文字(CHARACTER) ....................................... [ダイアル4]

b リネーム(RENAME!)................................................. [F1]
n キャラクターデリート(Char Delete) ..................... [F3]
m エンター(Enter) ......................................................... [F4]

これらの内容は、パターンモードのディスク(P.79)で説明して
いる同名のパラメーターと共通です。

表示とパラメーター

デリート/フォーマット/インフォメーションページ

c
[F1] インフォメーション

ページナンバー

v
[F4]

z
[ダイアル1]

デリート/フォーマット/インフォメーション

ファイルを削除したり、フロッピーディスクをフォーマットしたり
します。
詳細はパターンモードのデリート/フォーマット/インフォメーション
と同じです(P.80)。

z ファイルタイプ(FILE TYPE) ......................... [ダイアル1]

【設定値】 SONG、ALL

データの種類を選択します。
各ファイルタイプについては、「ファイルタイプについて」
(P.126)をご覧ください。

SONGでは、スタンダードMIDIファイル(.MID)もファイ
ルネームを変更したり、デリートすることができます。

x ディスクファイル(DISK FILE) ...................... [ダイアル2]

c デリート(DELETE!) ................................................... [F1]
v フォーマット(FORMAT!) ......................................... [F4]
■ インフォメーション

これらの内容は、パターンモードのディスク(P.80)で説明して
いる同名のパラメーターと共通です。

x
[ダイアル2]
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12. ソングやトラックを編集する(ソングジョブ)

12. ソングやトラックを編集する(ソングジョブ)

作成したソングをさまざまに編集(加工)するための機能です。

RM1xには29種類のソングジョブがあります。ソングジョブを上手に使って曲作りの効率を大幅にアップさせましょう。

●ジョブリスト

UNDO/REDO(アンドゥー/リドゥー)カテゴリー
00 Undo/Redo (アンドゥー/リドゥー) アンドゥーは直前に行った操作を取り消して操作を行う前の状態に戻し P.131

ます。リドゥーは一度取り消した操作を再実行します。
NOTE(ノート)カテゴリー
01 Quantize (クオンタイズ) 指定範囲のノートイベントのタイミングを基準音符の位置にそろえます。 P.131
02 Modify Velocity (モディファイベロシティ) 指定範囲のベロシティを変更します。 P.132
03 Modify GateTime (モディファイゲートタイム) 指定範囲のゲートタイムを変更します。 P.132
04 Crescendo (クレッシェンド) 指定範囲のベロシティを段階的に変更します。 P.132
05 Transpose (トランスポーズ) 指定範囲のノートイベントの音程を変更します。 P.132
06 Glide (グライド) 指定範囲のノートイベントの音程がなめらかに変化するように、自動的 P.133

にピッチベンドデータを挿入します。
07 Create Roll (クリエートロール) 指定した範囲にノートイベントを挿入して、ロール(スネアなどを連打す P.133

る演奏方法)を作ります。
08 Chord Sort (コードソート) 指定範囲の和音のノートイベントを音程順に並べ替えます。 P.133
09 Chord Separate (コードセパレート) 指定範囲の和音のノートイベントの発音タイミングをずらします。 P.134
EVENT(イベント)カテゴリー
10 Shift Clock (シフトクロック) 指定範囲のすべてのデータの位置をクロック単位で前後にずらします。 P.134
11 Copy Event (コピーイベント) 指定範囲のすべてデータを別の場所にコピーします。 P.134
12 Erase Event (イレースイベント) 指定範囲のすべてのデータを消去し、休符にします。 P.134
13 Extract Event (エクストラクトイベント) 指定範囲から特定のデータだけを抽出します。 P.135
14 Create Continuous Data 指定範囲にピッチベンドやコントロールチェンジなどの連続データを作 P.135

(クリエートコンティニュアスデータ) 成します。
15 Thin Out (シンアウト) 指定範囲の特定のデータを間引きしてデータ量を減らします。 P.135
16 Modify Control Data (モディファイコントロールデータ) 指定範囲のコントロールデータを変更します。 P.136
17 Time Stretch (タイムストレッチ) 指定範囲を時間的に引き延ばしたり縮めたりします。 P.136
MEASURE(メジャー)カテゴリー
18 Create Measure (クリエートメジャー) 空白の小節を指定した位置に挿入します。 P.136
19 Delete Measure (デリートメジャー) 指定した小節を削除します。 P.137
Track(トラック)カテゴリー
20 Copy Track (コピートラック) トラックの全データを別トラックや別ソングにコピーします。 P.137
21 Exchange Track (エクスチェンジトラック) 2つのトラックの内容を交換します。 P.137
22 Mix Track (ミックストラック) 2つのトラックの内容をミックスします。 P.137
23 Clear Track (クリアトラック) トラックの特定のデータを消去します。 P.138
24 Normalize Play Effect (ノーマライズプレイエフェクト) プレイエフェクトの設定を各トラックに反映させ、演奏データを書き替えます。 P.138
25 Divide Drum Track (ディバイドドラムトラック) ドラムの演奏が録音されているトラックのノートイベントを、インスト P.138

(ドラム楽器)ごとにトラック1～8にコピーします。
SONG(ソング)カテゴリー
26 Copy Song (コピーソング) 指定したソングを別のソングにコピーします。 P.138
27 Clear Song (クリアソング) 指定したソングのすべてのデータを消します。 P.139
28 Song Name (ソングネーム) ソングに名前を付けます。 P.139
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12. ソングやトラックを編集する(ソングジョブ)

ソングジョブの設定手順

1. ソングプレイで[JOB]を押してジョブリストを表示させます。

2. [ダイアル1]と[ダイアル2]を回して目的のジョブへカーソルを移
動します。

3. [F4]を押して選択したジョブのページを表示させます。

4. 必要なパラメーターへカーソルを移動し、[ダイアル1]～[ダイア
ル4]、[NO -1]/[YES +1]、[NUM]+ノートパッドの白鍵→
[TAP]で値を設定します。

5. 設定が完了したら[F4]を押してジョブを実行します。
実行が完了すると、「Completed.」と表示されます。

6. [EXIT]を2回押すとソングプレイに戻ります。

[NUM]+ノートパッドの白鍵→[ENTER]での数値入力方
法については、「第1章 基礎知識」(P.42)をご覧くださ
い。

操作時の注意事項

・ 指定した範囲にデータがない場合、「No Data」と表示されて
ジョブは実行されません。

・ ジョブ操作を誤ったり元データと聴き比べたい場合は、[SHIFT]
+[JOB]で「00 Undo/Redo」機能を使いましょう。

・ ジョブの実行範囲は、メジャー(小節)、ビート(拍)単位で次のよ
うに設定します。

例)001:1:000～004:1:000と設定した場合
1小節めの1拍めから3小節めの4拍めの終わりまで

・ ビートは小節の拍子によって設定できる値が変わります。たとえ
ば拍子が4/4なら1～4、8/4なら1～8が設定値の範囲になり
ます。

ジョブ実行中(「Executing…」表示中)に電源を切るとデー
タが壊れる場合があるので、絶対に電源を切らないでく
ださい。

00 Undo/Redo(アンドゥー/リドゥー)

詳細はパターンジョブのアンドゥー/リドゥーと同じです(P.82)。

z Undo、Redo

x Undo/Redoの対象となる操作

x

z

[F4]

01 Quantize(クオンタイズ)

リアルタイムレコーディングなどの結果、タイミングがずれて記録
された音符を好みのタイミングにそろえる機能です。
詳細はパターンジョブのクオンタイズと同じです(P.82)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL

クオンタイズするトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:16:239

c クオンタイズバリュー(Quantize)
【設定値】 32分音符　 、

16分3連音符　 、16分音符　 、
8分3連音符　 、8分音符　 、
4分3連音符　 、4分音符　 、
16分音符+16分3連音符 、
8分音符+8分3連音符　

v クオンタイズストレングス(Strength)
【設定値】 000%～100％

b スイングレイト(SwingRate)
【設定値】
クオンタイズバリューが 、 、 、 の場合 ... 50％～75％
クオンタイズバリューが 、 、 の場合 .. 66％～83％
クオンタイズバリューが 、 の場合......... 50％～66％

n スイングゲートタイム(Gate Time)
【設定値】 000%～200％

n

z

[F4]

x

c
v

b

[ダイアル1] [ダイアル2] [F4]

カテゴリー ジョブ
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02 Modify Velocity
(モディファイベロシティ)

指定範囲の音符の発音の強さ(ベロシティ)を変更します。
ベロシティは以下の計算式で変更されます。

変更後のベロシティ＝元のベロシティ×レイト＋オフセット

ベロシティが0以下になる場合は1に、128以上になる場合は127
に設定されます。
詳細はパターンジョブのモディファイベロシティと同じです
(P.84)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL

モディファイベロシティを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:16:239

c セットオール(SetAll)
【設定値】 OFF(0)、001～127

v レイト(Rate)
【設定値】 000％～200％、＊＊＊

b オフセット(Offset)
【設定値】 -127～+127、＊＊＊

03 Modify GateTime
(モディファイゲートタイム)

指定範囲の音符の発音の時間(ゲートタイム)を変更します。
ゲートタイムは以下の計算式で変更されます。

変更後のゲートタイム＝元のゲートタイム×レイト＋オフセット

ゲートタイムが0以下になる場合は1に設定されます。
詳細はパターンジョブのモディファイゲートタイムと同じです
(P.84)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL

モディファイゲートタイムを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:16:239

c セットオール(SetAll)
【設定値】 OFF(0)、0001～9999

v レイト(Rate)
【設定値】 000％～200％、＊＊＊

b オフセット(Offset)
【設定値】 -9999～+9999、＊＊＊＊

04 Crescendo(クレッシェンド)

指定した範囲のノートのベロシティをだんだん大きく(クレッシェン
ド)または小さく(デクレッシェンド)する設定です。
詳細はパターンジョブのクレッシェンドと同じです(P.85)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL

クレッシェンドを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:16:239

c レンジ(Range)
【設定値】 -127～+127

05 Transpose(トランスポーズ)

指定した範囲のすべてのノートイベントの音程を、半音単位で上下
します。
詳細はパターンジョブのトランスポーズと同じです(P.85)。
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x

c

z

[F4]
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z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL

トランスポーズを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:16:239

音程 C-2～G8

c トランスポーズ(Transpose)
【設定値】 -127～+127

06 Glide(グライド)

指定範囲のノートイベントの音程がなめらかに変化するように、
ノートイベントをピッチベンドデータに置き換えます。
なめらかに音程が移動するギターのスライドやチョーキングなどを
入力する際に便利です。
詳細はパターンジョブのグライドと同じです(P.85)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL

グライドを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:16:239

c タイム(Time)
【設定値】 000～100

v ピッチベンドレンジ(PB Range)
【設定値】 01～24

v

z

[F4]

x

c

12. ソングやトラックを編集する(ソングジョブ)

07 Create Roll(クリエートロール)

指定した範囲にノートイベントを挿入して、ロールを作ります。
ロールとは、ティンパニやスネアなどを連打する演奏方法です。
詳細はパターンジョブのクリエートロールと同じです(P.86)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16

クリエートロールを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:16:239

c ノート
【設定値】 C-2～G8

v ステップクロック(StepClock)
【設定値】 スタート 000～999

エンド 000～999

b ベロシティ(Velocity)
【設定値】 スタート 001～127

エンド 001～127

08 Chord Sort(コードソート)

指定した範囲の和音になっているノートイベントを、音程の高い(低
い)順に並び替えます。
詳細はパターンジョブのコードソートと同じです(P.86)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL

コードソートを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:16:239

c タイプ(Type)
【設定値】 up、down、up&down、down&up

v グリッド(Grid)
【設定値】 32分音符　 、16分3連音符　 、16分音符　 、

8分3連音符　 、8分音符　 、4分3連音符　 、
4分音符　

b

z
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c

v

v
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09 Chord Separate(コードセパレート)

指定した範囲で、同じタイミングに入力されているノートイベント
を、設定したクロック間隔で1音ずつずらします。コードソートの後
にこの機能を実行すると、ギターのダウンストロークやアップスト
ロークの際の微妙にずれた和音演奏が表現できます。
詳細はパターンジョブのコードセパレートと同じです(P.87)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL

コードセパレートを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:8:479

c クロック(Clock)
【設定値】 000～999

10 Shift Clock(シフトクロック)

指定した範囲のすべてのデータの位置を、クロック単位で前後に移
動します。
詳細はパターンジョブのシフトクロックと同じです(P.87)。

11 Copy Event(コピーイベント)

指定した範囲のすべてのイベントを、別の場所にコピーします。
詳細はパターンジョブのコピーイベントと同じです(P.87)。

コピーを実行すると、コピー先のトラックにある元の
データは上書きされて消えてしまいます。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、BPM、ALL

コピーイベントを行うトラックを選択します。

x コピー元の範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:8:479

c コピー先の位置
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:8:479

v コピーの回数
【設定値】 01～99

c

z
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x

v

z
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c

c

z
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x

v

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、BPM、ALL

シフトクロックを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:8:479

c クロック(Clock)
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　000:0:000～255:15:479

v ディレクション(Direction)
【設定値】 ADVANCE、DELAY

12 Erase Event(イレースイベント)

指定した範囲のイベントを消去して休符にします。
詳細はパターンジョブのイレースイベントと同じです(P.88)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、BPM、ALL

イレースイベントを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:8:479

c イベントの種類
【設定値】 Note(ノート)、PC(プログラムチェンジ)、PB(ピッチ

ベンド)、
CC: 000～127, ALL(コントロールチェンジ:コント
ロールチェンジナンバー)、
CAT(チャンネルアフタータッチ)、PAT(ポリフォ
ニックアフタータッチ)、EXC(システムエクスクルー
シブ)、ALL(オール)、BPM(テンポ)

z

[F4]

x

c
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13 Extract Event
(エクストラクトイベント)

指定した範囲の特定のデータを取り出して、別のトラックへ移動し
ます。
詳細はパターンジョブのエクストラクトイベントと同じです
(P.88)。

z ソーストラック(TR)
【設定値】 01～16

データを取り出すトラックを指定します。

x データを取り出す範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:8:479

c イベントの種類
【設定値】

イベントの種類 値の範囲
Note(ノート) C-2～G8、ALL
PC(プログラムチェンジ) －
PB(ピッチベンド) －
CC(コントロールチェンジ:
コントロールチェンジナンバー) 000～127、ALL
CAT(チャンネルアフタータッチ) －
PAT(ポリフォニックアフタータッチ) －
EXC(システムエクスクルーシブ) －

v 移動先トラック(TR)
【設定値】 01～16

14 Create Continuous Data
(クリエートコンティニュアスデータ)

指定範囲にピッチベンドやコントロールチェンジなどの連続データ
を作成します。
詳細はパターンジョブのクリエートコンティニュアスデータと同じ
です(P.88)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、BPM、ALL

データを作成するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:8:479

c イベントの種類
【設定値】 PB(ピッチベンド)

CC:000～127(コントロールチェンジ:コントロール
チェンジナンバー)
CAT(チャンネルアフタータッチ)
EXC(システムエクスクルーシブ)
BPM(テンポ)

v クリエートタイム
【設定値】 01～99

b スタートデータ/エンドデータ(Data)
【設定値】 000～127

(ピッチベンドは-8192～+8191、BPMは25.0～300.0)

n インターバルクロック(Clock)
【設定値】 001～999

m カーブ(Curve)
【設定値】 -16～+16

15 Thin Out(シンアウト)

指定した範囲の特定のデータを間引いて、データ量を約半分に減ら
します。
詳細はパターンジョブのシンアウトと同じです(P.89)。

イベントの間隔が60クロック以上あるデータはシンアウ
トしません。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、BPM、ALL

シンアウトを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:8:479

c イベントの種類
【設定値】 PB(ピッチベンド)

CC:000～127、ALL(コントロールチェンジ:コント
ロールチェンジナンバー)
CAT(チャンネルアフタータッチ)
PAT(ポリフォニックアフタータッチ)
BPM(テンポ)

v

z
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12. ソングやトラックを編集する(ソングジョブ)
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16 Modify Control Data
(モディファイコントロールデータ)

指定した範囲にある、ピッチベンド、コントロールチェンジ、アフ
タータッチなどのデータの値を変更します。
データの値は以下の計算式で変更されます。

変更後のデータの値=元の値×レイト+オフセット

変更した結果、値の範囲を超える場合は、最高値または最低値にな
ります。
詳細はパターンジョブのモディファイコントロールデータと同じで
す(P.89)。

n

z

[F4]
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12. ソングやトラックを編集する(ソングジョブ)

17 Time Stretch(タイムストレッチ)

指定した範囲を時間的に引き延ばしたり縮めたりします。音符のス
テップタイム、ゲートタイム、全イベントの位置など、指定範囲全
体が伸張/圧縮されます。
詳細はパターンジョブのタイムストレッチと同じです(P.90)。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL

タイムストレッチを実行するトラックを指定します。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:8:479

c タイム(Time)
【設定値】 025%～400％

c

z

[F4]

x

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、BPM、ALL

モディファイコントロールデータを実行するトラックを指定しま
す。

x 範囲
【設定値】 メジャー:ビート:クロック　001:1:000～999:8:479

c イベントの種類
【設定値】 PB(ピッチベンド)

CC:000～127(コントロールチェンジ:コントロール
チェンジナンバー)
CAT(チャンネルアフタータッチ)
PAT(ポリフォニックアフタータッチ)
BPM(テンポ)

v セットオール(Set All)
【設定値】 OFF、000～127

(ピッチベンドは-8192～+8191、BPMは25.0～300.0)

b レイト(Rate)
【設定値】 000%～200%、＊＊＊

n オフセット(Offset)
【設定値】 -127～127、＊＊＊

(ピッチベンドは-8192～+8191、＊＊＊)
(BPMは-275.0～+275.0、＊＊＊)

18 Create Measure(クリエートメジャー)

空白の小節を指定した位置に挿入します。

z 挿入位置
【設定値】 001～999

空白の小節を挿入する位置(何小節目から挿入するか)をメジャー
(小節)で指定します。

x 拍子
【設定値】 1/16～16/16、1/8～16/8、1/4～8/4

挿入する小節の拍子を指定します。ソングに設定されている元の
拍子は変わらないので、変拍子の小節を挿入することができま
す。

c 挿入小節数
【設定値】 01～99

挿入する空白小節の小節数を設定します。

5小節目にクリエートメジャーで8小節を挿入�

挿入された8小節�

001～ 004 005　　  ～　　  012 013　　　　　～　　　　　024

001～ 004 005　　　　　～　　　　　016

元のデータ�

・空白小節が挿入されると、小節とともに拍子データも
後ろに移動します。

・データが入っている最終小節よりも後の挿入位置を設
定すると、その位置の拍子の設定が入力されるだけで
空白小節は挿入されません。

z

[F4]cx
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12. ソングやトラックを編集する(ソングジョブ)

21 Exchange Track
(エクスチェンジトラック)

指定したトラックの内容を交換します。

z トラック(TR)、xトラック(TR)
【設定値】 トラック 01～16

内容を入れ替えるトラックを設定します。

c 交換するデータの種類
【設定値】
□Event トラックの中のすべてのイベント
□PlayFX/Groove/MIDI Delay トラックのグルーブとプレイエ

フェクトとMIDIディレイの設定
□Voice/VoiceEdit トラックのボイスとボイスエ

ディットの設定

交換するデータの種類を選択します。□をチェックしたデータの
みが入れ替わります。

c

z

[F4]x

22 Mix Track(ミックストラック)

トラックaとトラックbのすべてのデータをミックスして、トラック
bに書き込みます。

トラックb

ミックストラック�

トラックb

トラックa

19 Delete Measure(デリートメジャー)

指定した小節を削除します。

z 削除する範囲
【設定値】 001～999

削除する小節の範囲をメジャー(小節)で指定します。

M005～012でデリートメジャーを実行した場合�

001～ 004 005　　  ～　　  012 013　　　　　～　　　　　024

001～ 004 005　　　　　～　　　　　016

元のデータ�

削除された以降の小節および拍子データは前に移動(詰め
る)します。

20 Copy Track(コピートラック)

指定したトラックを別のトラックにコピーします。

コピー先に入っていた元のデータは消えます。

z コピー元のソング(Song)
【設定値】 01～20

コピー元のトラックが入っているソングを指定します。

x コピー元のトラック(TR)
【設定値】 01～16

コピー元のトラックを指定します。

c コピー先のソング(Song)
【設定値】 01～20

コピー先のトラックの入っているソングを指定します。

z

[F4]

b

z

[F4]v

x

c

v コピー先のトラック(TR)
【設定値】 01～16

コピー先のトラックを指定します。

b コピーするデータの種類
【設定値】
□Event トラックの中のすべてのイベント
□PlayFX/Groove/MIDI Delay トラックのグルーブとプレイエ

フェクトとMIDIディレイの設定
□Voice/VoiceEdit トラックのボイスとボイスエ

ディットの設定

コピーするデータの種類を選択します。□をチェックしたデータ
のみがコピーされます。
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23 Clear Track(クリアトラック)

指定したトラックのすべてのデータを消去します。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16

クリアトラックを実行するトラックを設定します。

x 消去するデータの種類
【設定値】
□Event トラックの中のすべてのイベント
□PlayFX/Groove/MIDI Delay トラックのグルーブとプレイエ

フェクトとMIDIディレイの設定
□Voice/VoiceEdit トラックのボイスとボイスエ

ディットの設定

消去するデータの種類を選択します。□をチェックしたデータの
みが消去されます。

x [F4]z

24 Normalize Play Effect
(ノーマライズプレイエフェクト)

プレイエフェクト、グルーブ、MIDIディレイの設定を、指定したト
ラックに反映させてデータを書き替えます。

ノーマライズプレイエフェクトが実行されたトラックの
プレイエフェクト、グルーブ、MIDIディレイの設定は初
期状態に戻ります。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16、ALL(すべてのトラック)

ノーマライズプレイエフェクトを実行するトラックを指定しま
す。

z [F4]

z トラックa(TR)
【設定値】 01～16

トラックaを指定します。

x トラックb(TR)
【設定値】 01～16

トラックbを指定します。

z

[F4]x

トラックa トラックb

25 Divide Drum Track
(ディバイドドラムトラック)

指定したトラックに記録されているドラムの演奏から、インスト(ド
ラム楽器)ごとの演奏データを取り出し、自動的にトラック1～8に
割り当てます。

1～8トラックに元から入っていたデータは消えてしまい
ます。

z トラック(TR)
【設定値】 01～16

元になるドラムの演奏が記録されているトラックを選択します。

26 Copy Song(コピーソング)

指定したソングを別のソングにコピーします。

z コピー元のソング(Song)
【設定値】 01～20

コピー元のソングを設定します。

x コピー先のソング(Song)
【設定値】 01～20

コピー先のソングを設定します。

z

[F4]

x

z

[F4]
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12. ソングやトラックを編集する(ソングジョブ)/13. ソングを細かく修正する(ソングエディット)

27 Clear Song(クリアソング)

指定したソングのすべてのデータを消去します。

z ソング(Song)
【設定値】 01～20、ALL

消去するソングを設定します。

z [F4]

28 Song Name(ソングネーム)

現在選択しているソングに名前を付けます。（8文字以内）

このジョブの画面ではソングは選択できません。あらか
じめ、名前を付けたいソングを選択してから、ジョブに
入ってください。

z ソングネーム
ソングネームを入力します。
[ダイアル1]、[ダイアル2]、[F1]、[F2]を操作してソングネー
ムをつけます。名前の付け方については、「第1章 基礎知識」
(P.43)をご覧ください。

ソングに記録されている演奏データ(イベント)の修正や削除を行うほか、新たなイベントの挿入を行います。間違って録音した音を

修正したり、演奏に強弱の変化やビブラートの効果をつけ加えてソングの完成度を高めることができます。

エディットリストとビューフィルターの2つのページがあります。

ソングプレイから、[EDIT]を押すとソングエディットに入ります。

イベントとは、「鍵盤を弾いた」(ノート)、「音色を切り替えた」(プログラムチェンジ)など、トラックに記録されている個々の演奏
データのことです。

ソングエディットの手順

1. ソングプレイで、エディットしたいトラックを選択します。

トラックの選択方法については、「第1章 基礎知識」
(P.43)をご覧ください。

2. [EDIT]を押してソングエディットのエディットリストページに
します。

・ ここではイベントの修正および削除ができます。新たなイベ
ントを挿入する場合は[F3]を押して、インサートするイベン
トを設定する画面を表示させます。

13. ソングを細かく修正する(ソングエディット)

[F1]

z

[ダイアル1] [F2][ダイアル2]

●入力済みのイベントを修正、削除する場合
3. [ダイアル1]を回して、エディットするイベントにカーソルを移

動します。

・ ノートイベントにカーソルを移動すると、そのイベントが発
音します。

4. カーソルボタン[←]/[→]を押して、エディットするイベントのパ
ラメーターにカーソルを移動し、設定を変更します。変更したイ
ベントは全体が点滅します。

・ 各イベントの表示とパラメーターについては、「第6章 RM1x
が扱えるMIDIイベント」(P.151)をご覧ください。

・ メジャー、ビート、クロックを変更してイベントが録音され
ている位置を変更することもできます。

・ [F2]を押すと、カーソル位置のイベントが削除されます。

5. 設定が完了したら、[F4]を押して設定を確定します（点滅が止ま
ります）。

・ 点滅状態でカーソルを別のイベントに移動すると、エディッ
トはキャンセルされます。

6. [EXIT]を押すとソングプレイ画面に戻ります。
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13. ソングを細かく修正する(ソングエディット)

●新たにイベントを入力する場合
3. [F3]を押して、インサートするイベントを設定する画面を表示

させます。

エディットリストページ

ソングエディットの中心となるページです。イベントの修正や削
除、挿入などの操作を行います。

表示と設定

z トラックナンバー(TR)
【設定値】 01～16

エディットするトラックを設定します。トラックの変更は
[TRACK]+キーボードパッドの白鍵で行います。

x ロケーション(MEAS)
【設定値】 001～999

カーソルのある小節を表示します。
[ダイアル1]、カーソルボタン[↑]/[↓]、[r]/[f]で小節単
位での早送り/巻き戻しができます。

c TGビューアイコン
v ビューフィルターアイコン
b メジャー、ビート、クロック
n イベント、パラメーター

4. インサートするイベントを設定する画面で、メジャー、ビート、
クロック、イベントの種類、パラメーターを設定します。

5. [F4]を押すとイベントが入力されます。

メモリープロテクトがO N に設定されていると、
「Memory Protect」と表示され、イベントの修正や削除、
新たなイベントの入力の操作が実行できません。その場
合は、ユーティリティモードのシステムページ(P.145)で
メモリープロテクトをOFFに設定してから、もう一度上
記の操作を実行してください。

v

n

z

m
[ダイアル1]

,
[F2]

.
[F3]

b

ページナンバー c x

m ポインター(POINTER).................................... [ダイアル1]

, デリート(Delete) ....................................................... [F2]
. インサート(Insert) .................................................... [F3]

qイベント(EVENT TYPE)
wメジャー(小節)、ビート(拍)、クロック
eパラメーター
r実行(DO!) ................................................................ [F4]

これらの内容は、パターンモードのフレーズエディット(P.96)で説
明している同名のパラメーターと共通です。

表示と設定

z イベント表示のオン/オフ
x ビューフィルターアイコン
c コントロールナンバー(CTRL NO.) ............... [ダイアル1]

v クリアオール(ClearAll) ............................................ [F3]
b セットオール(Set All) ............................................... [F4]

これらの内容は、パターンモードのフレーズエディット(P.98)で説
明している同名のパラメーターと共通です。

ビューフィルターページ

ビューフィルターの設定を行います。
ビューフィルターでは、エディットリストに表示するイベントを選
択します。たとえば、ノートイベントをエディットする際に、それ
以外のイベントを表示しないようにするといった設定ができます。

q r
[F4]

w

e

b
[F4]

x

v
[F3]

c
[ダイアル1]

z
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14. ソングを小節ごとに切り分ける(スプリット)

スプリットの手順

1. ソングプレイで元になるソングを選択します。必要があれば、ディ
スクなどから元になるデータを任意のソングに読み込みます。

2. [SPLIT]を押してスプリットに入ります。

3. [ダイアル3]を回してスタイルを選択します。

4. [ダイアル4]を回してセクションを選択します。
ソングの切り分けを実行すると、セクションはAから順番に自動
的に切り替わります。そのため、ここではセクションAを選択し
ておくと後の作業が楽になります。

5. [ダイアル1]と[ダイアル2]を回して、切り分ける小節を設定しま
す。
シーケンサーボタンを使うと、ソングを確認しながら作業を行え
ます。

6. [ F4 ]を押すと、ソングの切り分けが実行され、スタートメ
ジャーからエンドメジャーまでのデータが指定したセクションに
コピーされます。
切り分けが実行されると同時に、スタートメジャー、エンドメ

ジャー、セクションの設定が自動的に変更されます。

7. [EXIT]を押すとソングプレイに戻ります。

メモリープロテクトがO N に設定されていると、
「Memory Protect」と表示され、スプリットソングに入る
ことができません。その場合は、ユーティリティモード
のシステムページ(P.145)でメモリープロテクトをOFFに
設定してから、もう一度上記の操作を実行してくださ
い。

14. ソングを小節ごとに切り分ける(スプリット)

現在選択中のソングを小節ごとに切り分けて、任意のスタイル、セクションにコピーする機能です。スプリットを使うと、別途制作

したSMFデータをもとにして、リミックスを楽しむための素材を簡単に、そして豊富に作成することができます。

ソングプレイから、[SPLIT]を押すとスプリットに入ります。

表示とパラメーター

z スタートメジャー(START MEAS) ............... [ダイアル1]

x エンドメジャー(END MEAS) ........................ [ダイアル2]

c スタイル(STYLE)............................................. [ダイアル3]

v セクション(SEC) .............................................. [ダイアル4]

b 実行(DO!) .................................................................... [F4]

これらの内容は、パターンモードのスプリット(P.99)で説明してい
る同名のパラメーターと共通です。

b
[F4]

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

トラック トランスポーズ メジャー
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リファレンス編

第 5 章  ユーティリティモード
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ユーティリティモードについて/1. システム

ユーティリティモードについて

ユーティリティモードは、RM1xのシステム全体やMIDI機能の設定を行うモードです。

[UTILITY]を押すとユーティリティモードに入ります。

ユーティリティモードのページ

ユーティリティモードは、次の3つのページで構成されています。

●システム
マスターチューンやコントローラーの設定など、システム全体に関
わる設定を行います(P.144)。[DISPLAY←]/[DISPLAY→]で切り
替わるページがさらに2ページあり、合計3ページあります。

●MIDIセットアップ
MIDIシンクやエコーバックなど、MIDI機能に関する設定を行います
(P.146)。[DISPLAY←]/[DISPLAY→]で切り替わるページがさら
に1ページあり、合計2ページあります。

●MIDIフィルター
MIDI IN端子、MIDI OUT端子を通る信号の中から、カットするMIDI
イベントを設定します。(P.147)

1. システム

マスターチューンやコントローラーの設定など、システム全体に関わる設定を行います。

[DISPLAY←]/[DISPLAY→]で切り替わるページがさらに2ページあり、合計3ページあります。

表示とパラメーター

(1ページ)

z マスターチューン(MASTER TUNE) ............ [ダイアル1]

【設定値】 -102.4～+102.3

RM1xの音源部全体のチューニングを0.1セント単位で設定しま
す。（1セント=1/100半音）

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

x フットスイッチ(FOOT SWITCH) ................. [ダイアル2]

【設定値】 STAT/STP、SEC、SUS、TAP

リアパネルのフットスイッチ端子に接続したフットスイッチの機
能を選択します。

STAT/STP(スタート/ストップ)
......................................フットスイッチを踏むごとにスタートと

ストップが交互に切り替わります。
SEC(セクション) .......フットスイッチを踏むごとにセクション

がA、B、C…の順番に切り替わります。
SUS(サステイン) .......フットスイッチがサステインペダルとし

て機能します。
TAP(タップ) ...............フットスイッチを踏む間隔を読みとって

BPM(テンポ)を設定します。
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1. システム

(2ページ)

z クリックモード(CLICK MODE) .................... [ダイアル1]

【設定値】 OFF、REC、REC/PLAY、ALL

クリック音(メトロノーム音)をどの場合に鳴らすかを設定しま
す。
OFF ................. クリック音を鳴らしません。
REC ................. リアルタイムレコーディングのときだけに鳴ら

します。
REC/PLAY.... 再生とリアルタイムレコーディングのときに鳴

らします。
ALL ................. 常に鳴らします。

x クリックビート(CLICK BEAT) ..................... [ダイアル2]

【設定値】 16、08、04、02、01

クリック音の間隔を音符で設定します。
16は16分音符、08は8分音符、04は4分音符、02は2分音
符、01は全音符で鳴ります。

c レコーディングカウント(REC COUNT) ...... [ダイアル3]

【設定値】 OFF、1～8Meas

リアルタイムレコーディングをスタートしたときに、実際に録音
が始まるまでのプリカウントの小節数を設定します。

v LEDディスプレイ(LED DISPLAY) .............. [ダイアル4]

【設定値】 BPM、MEAS

LEDディスプレイが常に表示しているパラメーターを設定しま
す。
BPM.......テンポを表示します。
MEAS ....再生/録音中の小節数を表示します。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]

c パターンクオンタイズ(PATTERN QUANTIZE)
............................................................................. [ダイアル3]

【設定値】 1、1/16

スタイルチェンジやセクションチェンジのタイミングを小節単位
(1)でするか、16分音符単位(1/16)でするかの設定です。

v メモリープロテクト(MEMORY PROTECT)
............................................................................. [ダイアル4]

【設定値】 OFF、ON

ユーザーパターンやソングを保護するかどうかを設定します。
OFF ....ユーザーパターンやソングに対する録音やエディットが

可能になります。
ON ......ユーザーパターンやソングが保護され、録音やエディッ

ト、ジョブの実行ができない状態です。

z イベントチェイス(EVENT CHASE) ............ [ダイアル1]

【設定値】 OFF、PC、PC,PB,CTRL、ALL

イベントチェイスとは、パターンやソングを途中から再生したり
早送り/巻き戻しをする場合に、はじめから再生したときと音色
やピッチなどが同じ状態になるように、特定のイベントをすばや
く再生する機能のことです。ここでは、すばやく再生するイベン
トを設定します。
PCはプログラムチェンジだけを、PC,PB,Ctrlではプログラム
チェンジとピッチベンド、コントロールチェンジを、Allでは
ノートを除くすべてのイベントをすばやく再生します。

・設定をOFF以外にすると、スタートしてから曲が始ま
るまでに多少時間がかかったり、早送り/巻き戻しのス
ピードが遅くなったりする場合があります。

・ALLに設定すると、早送り/巻き戻しの際にMIDI OUT
やTO HOST端子から大量のMIDIデータが出力され
て、外部MIDI機器がMIDIエラーを起こす場合がありま
す。

x インターバルタイム(SYS.EX. INTERVAL TIME)
............................................................................. [ダイアル2]

【設定値】 000、100、200、300、400、500、600、700、
800、900ms

シーケンストラックに記録されたシステムエクスクルーシブ情報
(バルクデータ)を再生するとき、1KB(キロバイト)ごとに挿入す
る間隔を設定します。受信側の機器でMIDIエラーが起こる場合
は、インターバルタイムを少し長めにとって送信してみてくださ
い。

c エディットビュー(EDIT VIEW) ..................... [ダイアル3]

【設定値】 NORM、RM1x

フレーズエディットとソングエディットのエディットリストペー
ジで、RM1x固有のイベント(NRPN、パラメーターチェンジ)
を、RM1xで定義されている名称で表示するかどうかを選択しま
す。
NORM(ノーマル) .. 通常のイベント表示になります。
RM1x...................... RM1xで定義されている名称で表示される

状態になります。エディットリストページ
の上段に、TGアイコンが表示されます。

v LCDモード(LCD MODE)............................... [ダイアル4]

【設定値】 POSI、NEGA

ディスプレイを反転表示にするかどうかを設定します。
POSI ...... 通常の表示です。
NEGA .... 反転表示になります。

(3ページ)

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

v
[ダイアル4]
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2. MIDIセットアップ

MIDIシンクやエコーバックなど、MIDI機能に関する設定を行います。

[DISPLAY←]/[DISPLAY→]で切り替わるページがさらに1ページあり、合計2ページあります。

表示とパラメーター

(1ページ)

z MIDIシンク(MIDI SYNC) .............................. [ダイアル1]

【設定値】 INTR、MIDI、MTC

RM1xの再生を内部クロックで行うか、外部クロックで行うかを
選択します。
INTR(インターナル) ....... 内部クロックで動作する状態です。

RM1xを単独で使用したり、同期演
奏のマスターとして使用する場合は
この状態にします。

MIDI .................................. MIDI IN端子から入ってくるMIDIク
ロックで動作する状態です。外部
MIDI機器と同期演奏を行う場合、こ
の設定にします。

MTC .................................. MIDI IN端子から入ってくるMTC信
号で動作する状態です。MIDI OUT端
子からはMMC信号を出力します。
RM1xをMTCによる同期演奏のス
レーブとして使用したり、MMCに対
応したMTRなどの外部機器と連携さ
せて音楽制作をする場合、この設定
にします。

・MTC（MIDI Time Code）は複数のオーディオ機器を同
期走行させるための信号で、MIDIケーブルを使ってや
りとりできるタイムコードです。「時：分：秒：フ
レーム」という単位で構成されます。

RM1xはMTCを出力しません。MTCを使って同期を取
るためには、ヤマハMD8などのようなMTCを出力す
る機器が必要です。

・MMC（MIDI Machine Control）はマルチトラックレコー
ダーなどをMIDIシーケンサーなどでコントロールする
ための規格です。MMCに対応したマルチトラックレ
コーダーでは、シーケンサー側でスタート/ストップ、
早送り/巻き戻しの操作をすると自動的にそれに対応し
た操作が実行され、常にシーケンサーのソングと同じ
位置が再生される状態になります。

x MTCスタートオフセット(MTC START OFFSET)
............................................................................. [ダイアル2]

【設定値】 時:分:秒:フレーム
時 00～23
分 00～59
秒 00～59
フレーム 00～29

MIDIタイムコードを受信してから、シーケンサーをスタートす
るまでの間隔を設定します。MTC対応の機器と同期する場合、
曲の頭を相手の機器とそろえたいときに便利です。

c MIDIコントロール(MIDI CONTROL) .......... [ダイアル3]

【設定値】 OFF、IN、OUT

スタート、コンティニュー、ストップ、ソングポジションポイン
ターを送受信するかどうかを設定します。
OFF ....送受信しません。
IN ........受信のみします。送信はしません。
OUT ...送信のみします。受信はしません。

v エコーバック(ECHO BACK) ......................... [ダイアル4]

【設定値】 OFF、THRU、RecM

MIDI IN端子から入ってきたMIDIデータを、MIDI OUT端子か
ら出力するかどうかを設定します。
OFF ...... 出力しません。
THRU .. MIDI IN端子から入ってきたままの状態で出力します。
RecM ... MIDI IN端子から入ってきたMIDIデータのMIDIチャン

ネルを、現在選択されているトラックのMIDIチャンネ
ルに変更して出力します。このとき、元のチャンネル
に関わりなく、現在選択されているトラックが発音し
ます。

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル2]

c
[ダイアル3]

POSI

NEGA

1. システム/2. MIDIセットアップ
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外部MIDIキーボードや外部MIDI音源(サンプラーなど)を
使って曲作りをする場合は、RecMが便利です。

(2ページ)

z TGパラメーターアウト(TG PARAM OUT)
............................................................................. [ダイアル1]

【設定値】 OFF、 ON

パターンモードやソングモードの中で、音源の設定を変更するサ
ブモード(ボイス、ボイスエディット、エフェクト)のパラメー
ターを変更したときに、その操作をMIDIデータとしてMIDI
OUT端子から出力するかどうかを設定します。
OFF ....出力しません。
ON ......出力します。

x ボイスセットアップトゥーTG(VOICE SETUP TO TG)
............................................................................. [ダイアル3]

【設定値】 OFF、ON

スタイルやソングを選択したときに、ボイス、ボイスエディッ
ト、エフェクトの各パラメーターが、選択したスタイルやソング

z
[ダイアル1]

x
[ダイアル3]

c
[ダイアル4]

3. MIDIフィルター

MIDI IN端子、MIDI OUT端子を通る信号の中から、カットするMIDIイベントを設定します。

MIDI OUTについてはパターンやソングの再生データに対する設定になります。ボイス、ボイスエディット、エフェクトの設定やノ

ブ、キーボード操作によるMIDIイベントは、ここでの設定に関係なくMIDI OUTから出力されます。

表示とパラメーター

【設定値】 Note(ノート)、
Pitch Bend(ピッチベンド)、
Program Change(プログラムチェンジ)、
Control Change(コントロールチェンジ)、

に従って書き替わるかどうかを設定します。
OFF ....スタイルやソングを切り替えても音色やエフェクトは変

更されません。
ON ......スタイルやソングを切り替えると、そのスタイルやソン

グを作成したときの設定が呼び出されて、最適な状態で
演奏を再生できます。

・プリセットスタイルを選択すると、この設定に関わら
ず、ボイス、ボイスエディット、エフェクトの各パラ
メーターは必ず書き替わります。

・演奏データの中にプログラムチェンジやコントロール
チェンジが入力されている場合は、この設定に関わら
ず、ボイス、ボイスエディット、エフェクトの各パラ
メーターは書き替わります(そのデータを演奏したと
きに書き替わります)。

・パターンモードで、ボイスが「Phrase(フレーズ)」に設
定されている場合は、この設定に関わらず、ボイスの
設定が書き替わります。

c ボイスセットアップトゥーMIDI
(VOICE SETUP TO MIDI) ........................... [ダイアル4]

【設定値】 OFF、 ON

スタイルやソングを選択したときに、ボイス、ボイスエディッ
ト、エフェクトの設定をMIDI OUT端子から送信するかどうかを
設定します。
OFF ....送信しません。
ON ......送信します。

2. MIDIセットアップ/3. MIDIフィルター

Ch.After Touch(チャンネルアフタータッチ)、
Poly After Touch(ポリフォニックアフタータッチ)、
Exclusive(エクスクルーシブ)

表示は、MIDIイベントをパスするか、カットするかを表示して
います。

........... 指定したMIDIイベントをカットします。

........... 指定したMIDIイベントを通します。
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1. MIDIの基礎知識

1. MIDIの基礎知識

1. MIDI(ミディ)とは

MIDI(ミディ)は、Musical Instruments Digital Interfaceの頭文
字をとったもので、楽器同士を接続して演奏情報や音色情報などを
やりとりするために作られた世界統一の規格です。世界統一規格で
すから、メーカーや楽器の種類が違っても、データをやりとりする
ことができます。
MIDIによって、大きく3つのことが実現されます。
1つ目は、楽器のリモート演奏です。ある楽器を演奏することで、
MIDIによって接続された他の楽器を演奏したり、音色を切り替えた
りなどの操作が可能になります。
2つ目は、楽器の自動演奏です。あらかじめシーケンサーやコン
ピューターに録音されている演奏データを、MIDIによって接続され
た複数の楽器に送信して、それらの楽器を自動的に演奏することが
可能になります。
3つ目は、楽器同士の同期演奏です。MIDIを使うと、テンポを持っ
た楽器同士を同じテンポで再生することが簡単にできます。このよ
うな演奏のことを、同期演奏と呼んでいます。

2. MIDIチャンネル

MIDIの情報には、MIDIチャンネルという1～16の番号が割り当てら

れています。そのためMIDIでは、1本のケーブルで同時に16パート
分の演奏情報をやり取りできる仕組みになっています。
MIDIチャンネルは、テレビのチャンネルと同じようなものだと考え
ることができます。テレビの放送局は、あらかじめ割り当てられた
チャンネルで情報を送信します。各家庭では複数の放送局から送ら
れてきた情報を同時に受信した上で、特定のチャンネルを選択する
ことで目的の放送局の情報(番組)を見ることができるわけです。

MIDIチャンネルもこれと同じ仕組みです。MIDIデータは、送信側の
楽器で設定されたMIDIチャンネル(MIDIトランスミットチャンネル)
によってMIDIケーブルを通り受信側の楽器に送られます。このと
き、受信側の楽器で設定されるMIDIチャンネル(MIDIレシーブチャ
ンネル)が、送信側のチャンネルと一致してはじめて音が鳴ります。

3. マルチ音源とシングル音源

MIDI音源は、受信できるMIDIチャンネル数の違いから、マルチ音源
とシングル音源に分類することができます。
シングル音源とは、単一のMIDIレシーブチャンネルを設定して1
パート分のMIDIデータだけを受信して再生可能な音源のことです。
このタイプのMIDI音源は、キーボードをはじめとするMIDIコント
ローラーの拡張用の音源として使用されるのが一般的です。
マルチ音源とは、複数のレシーブチャンネルを設定して数パート分
のMIDIデータを受信し、1台で同時に複数パートの演奏を再生可能
な音源のことです。これは、内部にシングル音源をいくつも内蔵し
ていると考えるとわかりやすいでしょう。マルチ音源は、内部にい
くつのシングル音源を内蔵しているかによって同時に再生できる
パート数が決まります。
RM1xの音源部は常に16パートを同時に再生できるマルチ音源とし
て機能します。

4. パート、パートパラメーター

マルチ音源が内蔵する個々のシングル音源のことをパートと呼びま
す。RM1xは16パートを同時に再生できるマルチ音源ですから、
16のパートを内蔵していることになります。
パートには、それぞれ独立したMIDIレシーブチャンネルが設定でき
るほか、ボイス、パン、ボリュームをはじめ、さまざまなパラメー
ターが用意されています。
RM1xでは、音源部の各パートを設定するパラメーターとして、ボ
イスやボイスエディットに含まれるボイス、パン、ボリューム、エ
フェクトセンドレベルなどがあります。この2つのサブモードに含ま
れるパラメーターをみれば、パートごとにどんなパラメーターが用
意されているかを知ることができます。このようにパートの設定を
行うパラメーターのことを、一般的にパートパラメーターと呼んで
います。

受信チャンネル�
の選択(1～3)

放送チャンネル(3)放送チャンネル(2)

放送チャンネル(1)

MIDIトランスミット�
チャンネルの設定�

《演奏情報》�
ch.1…ピアノ�
ch.2…ギター�
ch.3…ベース�

《演奏情報》�
ch.1…ピアノ�
ch.2…ギター�
ch.3…ベース�

MIDIレシーブ�
チャンネルの選択�

MIDI楽器(送信側) MIDI楽器(受信側)

《演奏情報》�
ch.1…ピアノ�

チャンネル1

チャンネル1

シンセ� シングル音源�

《演奏情報》�
ch.1…ピアノ�
ch.2…ギター�
�
ch.16…ドラム�

シーケンサー�
マルチ音源�

チャンネル2

チャンネル16
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1. MIDIの基礎知識/2. RM1xが扱えるMIDIイベント

2. RM1xが扱えるMIDIイベント

6. MIDI信号の流れ

1. ノート～9. エクスクルーシブ、11. XGパラメーターの各イベントは、フレーズエディット(P.96)やソングエディット(P.139)

の際に扱うことのできるイベントです。10.  BPM(テンポ)チェンジはテンポトラックのソングエディット時に扱うことができま

す。

1. ノート(Note)

・ 音符を示すイベントです。演奏データの大部分を占める、最もポ
ピュラーで重要なイベントです。

・ ノートネームでは、音程を音名で示します。
・ ゲートタイムでは、鍵盤を弾いてから離すまでの時間を、ビー

ト、クロックで示したものです。
・ ベロシティでは、鍵盤を弾く強さを示します。右側には、数値に

対応したバーグラフが表示されます。

【設定値】 ノートネーム C-2～G8
ゲートタイム 00:001～99:479
ベロシティ 001～127

2. ピッチベンド(PB)

MIDI IN

ECHO BACK=RecM

ECHO BACK=THRU

MIDI OUT

MIDIフィルター� シーケンサー部� 音源部�

MIDIフィルター�

コントローラー部�

ノートネーム ゲートタイム ベロシティ

5. パートとトラック

データ

・ 音程を連続的に変化させるイベントです。
・ ピッチベンドホイールを操作することで出力します。
・ データでは、ピッチベンドホイールの操作を数値で示します。

データの右側には、数値に対応したバーグラフが表示されます。

【設定値】 データ -8192～+0000～+8191

トラック1

シーケンサー部�

パート1

音源部�

トラック2 パート2

トラック3 パート3

トラック16 パート16

RM1xでは、音源部の各パートに対して、シーケンサー部の各ト
ラックからデータが送信されることで、演奏が再生されます。音源
部の16パートに対して、シーケンサー部は16トラックを内蔵し、
パートとトラックがちょうど1対1の関係になっています。
どのトラックの演奏をどのパートに送信するかの設定が、セット
アップのアウトチャンネル「TO TG」です。初期状態では、トラック
1がパート1、トラック2がパート2というように、同じ番号同士の
トラックとパートが対応しています。
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4. コントロールチェンジ(CC)

・ ボイスやエフェクトのパラメーターをコントロールするイベント
です。

・ コントローラー(モジュレーションホイール、フットコントロー
ラーなど)を操作すると出力されます。

・ アサイナブルノブを使うと、リアルタイムレコーディングですべ
てのコントロールナンバーを入力することができます。

・ コントロールナンバーでは、コントローラーを指定します。
・ データでは、コントロールナンバーで指定したコントローラーの

効果を、どの程度かけるのかを示します。右側には、数値に対応
したバーグラフが表示されます。

【設定値】 コントロールナンバー 000～127
データ 000～127

次に、主要なコントローラーのコントロールナンバーと機能を紹介
します。

●モジュレーションホイール(コントロールナンバー001)

・ モジュレーションホイールを操作したときに出力されるMIDI
メッセージです。データが0のときモジュレーションはかから
ず、127のとき最大にかかります。

●ポルタメントタイム(コントロールナンバー005)

・ ポルタメントのかかり方をコントロールするMIDIメッセージで
す。0のときポルタメントの効果はなく、127のとき効果は最
大になります。

・ ポルタメント(コントロールナンバー065)をオンにしないと効果
はありません。

●データエントリーMSB(コントロールナンバー006)

●データエントリーLSB(コントロールナンバー038)

・ RPN MSB、RPN LSB (P.153)や、NRPN MSB、NRPN
LSB(P.153)で指定したパラメーターの値を設定するMIDIメッ
セージです。MSBとLSBの2つのコントロールチェンジの組み
合わせでパラメーターの値が設定されます。

●ボリューム(コントロールナンバー007)

・ パートごとのボリュームをコントロールするMIDIメッセージで
す。データが0のとき音が出ず、127のとき音量が最大になり
ます。パートごとの音量のバランスを調節するときに使います。

●パンポット(コントロールナンバー010)

・ パートごとのパンをコントロールするMIDIメッセージです。ス
テレオ再生したときの音の定位です。データが 0 のとき左に、
127のとき右に移動します。(シーケンサー表示のときは－64
～＋63となります。)

●エクスプレッション(コントロールナンバー011)

・ パートごとのエクスプレッションをコントロールするMIDIメッ
セージです。データが0のとき音が出ず、127のとき音量が最
大になります。曲中での音量変化をつけるときに使います。

●サステイン(ホールド1)(コントロールナンバー064)

・ サステインペダルのオン/オフをコントロールするMIDIメッセー
ジです。ペダルを踏んだときに発音していた音を持続します。
データが0～63のときサステインペダルがオフ(離した状態)、
64～127のときオン(踏んだ状態)になります。

●ポルタメント(コントロールナンバー065)

・ ポルタメント効果のオン/オフをコントロールするMIDIメッセー
ジです。データが0～63のときポルタメントがオフ、64～
127のときオンになり、ポルタメント効果がかかります。

・ ポルタメントタイム(コントロールナンバー005)でかかり方を調
節してください。

●ソステヌートペダル(コントロールナンバー066)

・ ピアノのソステヌートペダルのオン/オフをコントロールする
MIDIメッセージです。データが0～63のときソステヌートがオ
フ、64～127のときオンになり、ソステヌート効果がかかりま
す。

●ソフトペダル(コントロールナンバー067)

・ ピアノのソフトペダルのオン/オフをコントロールするMIDIメッ
セージです。データが0～63のときソフトペダルがオフ、64～
127のときオンになり、ソフトペダルの効果がかかります。

●ハーモニックコンテント(コントロールナンバー071)

・ ボイスに設定されているフィルターのレゾナンスを調節する
MIDIメッセージです。0～127の値を－64～＋63に置き換え
て元の音色データに加算し、レゾナンスを変更します。

2. RM1xが扱えるMIDIイベント

コントロール
ナンバー

データ

3. プログラムチェンジ(PC)

・ ボイスを選択するイベントです。
・ 本来はバンクセレクトMSB、LSBは、次項目のコントロール

チェンジに含まれるイベントですが、RM1xではこの3つのイベ
ントを入力することでボイスを選択する仕組みになっているた
め、ここでは便宜的に1つのイベントとして扱えるようになって
います。

・ バンクセレクトMSB、LSBではボイスバンクを選択します。
・ プログラムナンバーでは、バンクセレクトで選択したボイスカテ

ゴリー、バンクナンバーの中からボイスを選択します。
・ RM1xのボイスバンクについては、「第1章 基礎知識」をご覧く

ださい。(P.38)

【設定値】 バンクセレクトMSB 000～127
バンクセレクトLSB 000～127
プログラムナンバー 001～128

バンクセレクト
MSB

バンクセレクト
LSB

プログラム
ナンバー

ボイス
ネーム
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●リリースタイム(コントロールナンバー072)

・ ボイスに設定されているEGのリリースタイムを調節するMIDI
メッセージです。0～127の値を－64～＋63に置き換えて元
のボイスデータに加算し、リリースタイムを変更します。

●アタックタイム(コントロールナンバー073)

・ ボイスに設定されているEGのアタックタイムを調節するMIDI
メッセージです。0～127の値を－64～＋63に置き換えて元
のボイスデータに加算し、アタックタイムを変更します。

●ブライトネス(コントロールナンバー074)

・ ボイスに設定されているフィルターのカットオフ周波数を調節す
るMIDIメッセージです。0～127の値を－64～＋63に置き換
えて元のボイスデータに加算し、カットオフ周波数を変更しま
す。

●ポルタメントコントロール(コントロールナンバー084)

・ ポルタメントのソースキーナンバー(ポルタメントを開始する
キーナンバー)を指定するMIDIメッセージです。0～127のデー
タでノートナンバーを設定します。

・ たとえばC3からC4に向かってポルタメントをかけたい場合
は、以下のように設定します。
90H 3CH 7FH .......... C3をノートオン
B0H 54H 3CH.......... ソースキーナンバーをC3に設定
90H 48H 7FH .......... C4をノートオン(モノモードの場合、

ノートオンと同時にC3は消え、C4へポ
ルタメントがかかります)

●エフェクトセンドレベル1(リバーブエフェクト)
(コントロールナンバー091)

・ リバーブエフェクトに対するセンドレベルを設定するMIDIメッ
セージです。

●エフェクトセンドレベル3(コーラスエフェクト)
(コントロールナンバー093)

・ コーラスエフェクトに対するセンドレベルを設定するMIDIメッ
セージです。

●エフェクトセンドレベル4(バリエーションエフェクト)
(コントロールナンバー094)

・ バリエーションエフェクトに対するセンドレベルを設定する
MIDIメッセージです。

●データインクリメント(コントロールナンバー096)

●データデクリメント(コントロールナンバー097)

・ RPN(P.153)でピッチベンドセンシティビティ、ファイン
チューン、コースチューンを指定した後、それぞれのパラメー
ターの値を１ずつ増減するMIDIメッセージです。

●NRPN MSB(ノンレジスタードパラメーターナンバー
MSB)(コントロールナンバー099)

●NRPN LSB(ノンレジスタードパラメーターナンバー
LSB)(コントロールナンバー098)

・ ビブラートやフィルター、EG、ドラムセットアップなど、ボイ
スの設定をオフセット値で変更するためのMIDIメッセージで
す。

・ NRPN MSB、NRPN LSBで変更したいパラメーターを指定し
た後、データエントリー(P.152)でパラメーターの値を設定しま
す。

・ 一旦NRPNが設定されると、その後同じチャンネルで受信する
データエントリーは、設定したNRPNの値として処理されま
す。このメッセージを使ってコントロールした後は、RPNの
Null(7FH,7FH)を送信して誤操作を防止してください。

・ パラメーターについては、｢8.  NRPN｣をご覧ください。
(P.155)

●RPN MSB(レジスタードパラメーターナンバーMSB)
(コントロールナンバー101)

●RPN LSB(レジスタードパラメーターナンバーLSB)
(コントロールナンバー100)

・ ピッチベンドセンシティビティやチューニングなど、パートの設
定をオフセット値で変更するためのMIDIメッセージです。

・ RPN MSB、RPN LSBで変更したいパラメーターを指定した
後、データエントリー(P.152)でパラメーターの値を設定しま
す。

・ 一旦RPNが設定されると、その後同じチャンネルで受信する
データエントリーは、設定したRPNの値として処理されます。
このメッセージを使ってコントロールした後は、パラメーターナ
ンバーをNull(7FH,7FH)に設定して誤操作を防止してくださ
い。

・ パラメーターについては、｢7. RPN｣をご覧ください。

●オールサウンドオフ(コントロールナンバー120)

・ 各パートの発音中の音をすべて消音するMIDIメッセージです。

●リセットオールコントローラー(コントロールナンバー121)

・ コントローラーの値を初期設定値に戻すMIDIメッセージです。
次の各データを初期値に戻します。

ピッチベンド、チャンネルプレッシャー、ポリフォニック
キープレッシャー、モジュレーション、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、ソフトペダ
ル、ポルタメントコントロール、RPN*、NRPN*
(* RPNとNRPNは番号未設定状態となり、内部データは変
更されません。)

・ 次の各データは変更しません。
プログラムチェンジ、バンクセレクトMSB/LSB、ボリュー
ム、パン、ドライセンドレベル、エフェクトセンドレベル
1、3、4、ピッチセンシティビティ、ファインチューニン
グ、コースチューニングなど。

●オムニモードオフ(コントロールナンバー124)

・ 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。ボイス
レシーブチャンネルを1に設定します。

●オムニモードオン(コントロールナンバー125)

・ 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。ボイス
レシーブチャンネルのみをオムニオンに設定します。

●モノ(コントロールナンバー126)

・ オールサウンドオフを受信したときと同じ処理を行い、3rd
byte(モノ数)が0～16の範囲内にあればそのチャンネルのパー
トをモノモードにします。

●ポリ(コントロールナンバー127)

・ オールサウンドオフを受信したときと同じ処理を行い、そのチャ
ンネルのパートをポリモードにします。

2. RM1xが扱えるMIDIイベント
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5. チャンネルアフタータッチ(CAT)

・ 鍵盤を弾いてからさらに押し込むことで出力するイベントです。
・ データでは、鍵盤をどの程度押さえ込んだのかを示します。右側

には数値に対応したバーグラフが表示されます。

【設定値】 データ 000～127

6. ポリフォニックアフタータッチ(PAT)

・ 鍵盤を弾いてからさらに押し込むことで出力するイベントです。
チャンネルアフタータッチと違い、各鍵ごとに独立したデータと
して扱います。

・ ノートネームでは、押さえた鍵盤を示しています。
・ データでは、鍵盤を押さえる強さを示しています。右側には数値

に対応したバーグラフが表示されます。

【設定値】 ノートネーム C-2～G8
データ 000～127

7. レジスタードパラメーターナンバー(RPN)

・ 音源の設定をパートごとに変更するためのイベントです。
・ 本来は、RPN MSB(101)、RPN LSB(100)、データエント

リーMSB(6)の3種類のコントロールチェンジを送信する必要が
あります。RM1xでは、これにデータエントリーLSB(38)を加
えた4種類のコントロールチェンジを便宜的に1つにまとめて扱
えるようになっています。

・ 一旦RPNが設定されると、その後同じチャンネルで受信する
データエントリーは、設定したRPNの値として処理されます。
このメッセージを使ってコントロールした後は、パラメーターナ
ンバーをNull(7FH,7FH)に設定して誤操作を防止してくださ
い。

・ RM1xの音源部では、下の表の4種類のパラメーターをコント
ロールすることができます。

・ RM1x固有のRPNを操作する場合は、ユーティリティモードの
エディットビュー(P.145)を「RM1x」に設定して、XGパラメー
ターとして扱うと設定が容易になります。RPNをインサートす
る場合も、XGパラメーターだとデータの種類を選ぶだけで入力

できます。XGパラメーターについては、「11. XGパラメー
ター」をご覧ください(P.156)。

【設定値】 RPN MSB 000～127
RPN LSB 000～127
データエントリーMSB 000～127
データエントリーLSB 000～127

MSB LSB
MSB LSB

表示� パラメーター名� 初期値� 機能�
値の範囲�

PBSens��
�
FnTune�
�
CsTune�
�
�
Null

000～024��
�

-64～+63�
�

-24～+24�
�
�
－�

－��
�
－�
�
－�
�
�
－�

002��
�
+00�
�
+00�
�
�
－�

ピッチベンド情報による音程変化の幅を、半
音単位で設定します。�
�
音程をセント単位で変更します。�
�
音程を半音単位で変更します。�
�
RPNとNRPNの指定を解除して、誤ってデー
タエントリーを送っても音源の設定が変化し
ないようにします。�

ピッチベンドセンシティビティ��
�
ファインチューン�
�
コースチューン�
�
�
ヌル�

000��
�
000�
�
000�
�
�
127

000��
�
001�
�
002�
�
�
127

●XGパラメーターリスト(XG RPN)

2. RM1xが扱えるMIDIイベント

データ

ノートネーム データ

RPN MSB-LSB データエントリー
MSB-LSB
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8. ノンレジスタードパラメーターナンバー(NRPN)

・ 音源の設定をパートごとに変更するためのイベントです。
・ 設定するパラメーターにメーカーごとの互換性はありません。

そのため、音源固有の機能をパラメーターとして設定可能で、音
色を変更するためのパラメーターなどが多く設定されています。

・ 本来は、NRPN MSB(99)、NRPN LSB(98)、データエント
リー(6)の3種類のコントロールチェンジを送信する必要があり
ます。RM1xでは、3種類のコントロールチェンジを1つにまと
めて独立したイベントとして扱っています。

・ 一旦NRPNが設定されると、その後同じチャンネルで受信する
データエントリーは、設定したNRPNの値として処理されま

す。このメッセージを使ってコントロールした後は、RPNの
Null(7FH,7FH)を送信して誤操作を防止してください。

・ RM1xの音源部では、下の表のパラメーターをコントロールする
ことができます。

・ フィルターカットオフフリケンシーやレゾナンスなど独立したコ
ントロールチェンジが定義されているパラメーターについては、
NRPNではなく独立したコントロールチェンジで操作するのが
一般的です。

・ ドラムボイスに関するパラメーターのLSBの値は、ドラムのイ
ンストゥルメントのノートナンバーになります。

・ RM1x固有のNRPNを操作する場合は、ユーティリティモード
のエディットビュー(P.145)を「RM1x」に設定して、XGパラ
メーターとして扱うと設定が容易になります。NRPNをイン
サートする場合も、XGパラメーターだとデータの種類を選ぶだ
けで入力できます。XGパラメーターについては、「11. XGパラ
メーター」をご覧ください(P.156)。

【設定値】 NRPN MSB 000～127
NRPN LSB 000～127
データエントリーMSB 000～127

MSB LSB 表示� パラメーター名� 初期値� 機能�値の範囲�

-64～+63�
�

-64～+63�
�

-64～+63��
�

-64～+63��
�

-64～+63�
�

-64～+63�
�

-64～+63�
�

-64～+63�
�

-64～+63�
�
�

-64～+63�
�
�

-64～+63�
�
�

-64～+63�
�
�

-64～+63�
�
�

-64～+63��
�

0～127��
�

RND、L63～R63�
�
�

0～127�
�
�

0～127�
�
�

0～127

+00�
�
+00�
�
+00��
�
+00��
�
+00�
�
+00�
�
+00�
�
+00�
�
+00�
�
�
+00�
�
�
+00�
�
�
+00�
�
�
+00�
�
�
+00��
�
**��
�
**�
�
�
+00�
�
�
**�
�
�
127

ビブラートの揺れの速さを設定します。�
�
ビブラートの揺れの深さを設定します。�
�
鍵盤を弾いてからビブラートがかかり始める
までの時間を設定します。�
�
ローパスフィルターでカットする周波数を設
定します。�
�
ローパスフィルターのレゾナンスを設定します。�
�
音の立ち上がりの速さを設定します。�
�
音のディケイの速さを設定します。�
�
音のリリースの速さを設定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとにローパス
フィルターのカットオフ周波数を設定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとにローパス
フィルターのレゾナンスを設定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとに音の立ち
上がりの速さを設定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとに音のディ
ケイの速さを設定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとに音程を半
音単位で設定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとに音程をセ
ント単位で設定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとに音量を設
定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとに音の左右
の定位を設定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとにリバーブ
エフェクトの深さを設定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとにコーラス
エフェクトの深さを設定します。�
�
ドラムのインストゥルメントごとにバリエー
ションエフェクトの深さを設定します。�

ビブラートレイト�
�
ビブラートﾞデプス�
�
ビブラートディレイ��
�
ローパスフィルターカットオフフリケンシー��
�
ローパスフィルターレゾナンス�
�
EGアタックタイム�
�
EGディケイタイム�
�
EGリリースタイム�
�
ドラムローバスフィルターカットオフフリ
ケンシー�
�
ドラムローパスフィルターレゾナンス�
�
�
ドラムEGアタックレイト�
�
�
ドラムEGディケイレイト�
�
�
ドラムピッチコース�
�
�
ドラムピッチファイン��
�
ドラムレベル��
�
ドラムパン�
�
�
ドラムリバーブセンドレベル�
�
�
ドラムコーラスセンドレベル�
�
�
ドラムバリエーションンセンドレベル�

001�
�
001�
�
001��
�
001��
�
001�
�
001�
�
001�
�
001�
�
020�
�
�
021�
�
�
022�
�
�
023�
�
�
024�
�
�
025��
�
026��
�
028�
�
�
029�
�
�
030�
�
�
031

008�
�
009�
�
010��
�
032��
�
033�
�
099�
�
100�
�
102�
�

Note�
�
�

Note�
�
�

Note�
�
�

Note�
�
�

Note�
�
�

Note��
�

Note��
�

Note�
�
�

Note�
�
�

Note�
�
�

Note

VibRte�
�

VibDpt�
�

VibDly��
�

Cutoff��
�

Resnan�
�

AtackTm�
�

DcayTm�
�

RlseTm�
�

DrCut�
�
�

DrReso�
�
�

DrAtRt�
�
�

DrDcRt�
�
�

DrPtCs�
�
�

DrPtFn��
�

DrLevl��
�

DrPan�
�
�

DrRev�
�
�

DrCho�
�
�

DrVar

* :RM1xの音源部では機能しません。�
** :インストゥルメントによって初期値は異なります。�

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

●XGパラメーターリスト(XG NRPN)

2. RM1xが扱えるMIDIイベント

NRPN MSB-LSB データエントリー
MSB-LSB
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9. エクスクルーシブ(Exc)

10. BPM(テンポ)チェンジ(BPM Change)

11. XGパラメーター

・ 音源やエフェクトの設定を変えたり、スイッチをリモートコント
ロールしたり、音源モードを切り替えたりなど、MIDIを通して
音源の内部設定を変更するためのイベントです。

・ 2バイト目にメーカーごとに割り当てられたIDナンバーを設定す
るために、他のMIDIイベントとは異なりメーカー間の互換性は
ありません。そのために、XGの機能やRM1x固有の機能をすべ
てMIDIイベントとして扱うことができます。

・ 大きさが17バイトを越えると、カーソルを移動してスクロール
して表示します。

・ RM1x固有のエクスクルーシブを操作する場合は、ユーティリ
ティモードのエディットビュー(P.145)を「RM1x」に設定し
て、XGパラメーターとして扱うと設定が容易になります。エク
スクルーシブをインサートする場合も、XGパラメーターだと
データの種類を選ぶだけで入力できます。XGパラメーターにつ
いては、「11. XGパラメーター」をご覧ください(P.156)。

【設定値】 データ 16進数で00～7F、F7

16進数のA～Fの入力には、[NUM]とキーボードパッドの
白鍵(SECTION A～F)を使います。たとえば[NUM]を押
しながら一番左の白鍵(SECTION A)を押すと“A”が入力
できます。

・ BPM(テンポ)チェンジは、曲の途中でテンポを変更するイベン
トです。

・ 曲の頭のテンポはソングプレイの画面でも設定できますが、ソン
グエディットでの設定が優先されます。

・ BPMチェンジでは、実際に動作するテンポを設定します。たと
えば、BPMを120から100に変更したければ、変更したいポ
イントにBPM=100というデータをインサートします。

・ BPMトラックでのみ扱うことができます。

【設定値】 25.0～300.0

・ XGで定義されているRPN、NRPNとエクスクルーシブの中か
ら使用頻度の高いものを、便宜的に1つの独立したイベントにし
て使いやすくしたものです。

・ RM1x固有のエクスクルーシブやNRPN、RPNを操作する場合
は、ユーティリティモードのエディットビュー(P.145)を
「RM1x」に設定してXGパラメーターとして扱うと、表示が分か
りやすく設定も容易になります。

・ XGに関するエクスクルーシブやNRPN、RPNをインサートす
る場合も、データの種類を選ぶだけで入力できます。

次にXGパラメーターについて、(1) RPN～(6) エクスクルーシブ・
ドラムの順に解説します。

(1) RPN

・ XGで定義されているRPNをXGパラメーターとして用意して
います。

・ RPNについては、｢7. RPN｣をご覧ください。(P.154)

(2) NRPN

・ XGで定義されているNRPNをXGパラメーターとして用意し
ています。

・ NRPNについては、｢8. NRPN｣をご覧ください。(P.155)

(3) エクスクルーシブ・システム

・ XGで定義されているエクスクルーシブメッセージは、大き
くシステム、エフェクト、マルチパート、ドラムの4つのグ
ループに分けることができます。

・ ここでは、システムに関するエクスクルーシブメッセージを
扱います。

2. RM1xが扱えるMIDIイベント

データ

テンポ
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表示� パラメーター名� 初期値� 機能�値の範囲�

-102.4～+102.3�
�

000～127�
�

000～127��
�

-24～+24�
�
－�
�
－�
�
－�
�
－�

+000.0�
�
127�
�
000��
�
+00�
�
－�
�
－�
�
－�
�
－�

音源全体のチューニングを行います。�
�
音源全体の音量を設定します。�
�
音源全体の音量を調節して、曲と曲との間の音量のバラツキを補正します。
000で最大音量です。�
�
音源全体の音程を半音単位で移調します。�
�
ドラムセットアップ1～3を初期状態に戻します。�
�
音源をXGに設定し、すべてのパラメーターを初期化します。�
�
すべてのパラメーターを初期化します。�
�
音源をGMに設定し、すべてのパラメーターを初期化します。�

マスターチューン�
�
マスターボリューム�
�
マスターアッテネーター��
�
トランスポーズ�
�
ドラムセットアップリセット�
�
XGシステムオン�
�
オールパラメーターリセット�
�
GMモードオン�

M.Tune�
�
M.Vol�
�
M.Attn��
�
Trans�
�
DrRset�
�
XG On�
�
PmRset�
�
GM On

* :RM1xの音源部では機能しません。�

*

*

●XGパラメーターリスト(エクスクルーシブ・システム)

・ ここでは、エフェクトに関するエクスクルーシブメッセージ
を扱います。

・ リバーブパラメーター1～16、コーラスパラメーター1～
16、バリエーションパラメーター1～16は、それぞれリ
バーブタイプ、コーラスタイプ、バリエーションタイプの設
定によって項目が異なります。詳しくは、エフェクトプログ
ラムリスト(リストブック)をご覧ください。

2. RM1xが扱えるMIDIイベント

表示� パラメーター名� 初期値� 機能�値の範囲�

エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
000～127�
�
L63～C～R63�
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
000～127�
�
L63～C～R63�
�
000～127��
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�

001-000(HALL1)��
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
64�
�
C�
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
065-000(CHORUS1)��
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
64�
�
C�
�
000��
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�

リバーブエフェクトのタイプを設定します。�
�
�
リバーブの細かい設定を行います。��
�
リバーブからの戻り量を設定し、リバーブの深さを調節します。�
�
エフェクト音の定位を設定します。�
�
リバーブの細かい設定を行います。�
�
�
コーラスエフェクトのタイプを設定します。�
�
�
コーラスの細かい設定を行います。�
�
�コーラスからの戻り量を設定し、コーラスの深さを調節します。
�
エフェクト音の定位を設定します。�
�コーラスからリバーブへ接続されたバスラインへの送り量を設
定します。�
�
コーラスの細かい設定を行います。�

リバーブタイプ�
�
�
リバーブパラメーター��
�
リバーブリターン�
�
リバーブパン�
�
リバーブパラメーター�
�
�
コーラスタイプ�
�
�
コーラスパラメーター�
��
コーラスリターン�
�
コーラスパン�
�
コーラストゥーリバーブ�
�
�
コーラスパラメーター�

RevTyp�
�
�
RevP1～10��
�
RevRtn�
�
RevPan�
�
RevP11～16�
�
�
ChoTyp�
�
�
ChoP1～10�
��
ChoRtn�
�
ChoPan�
�
ChToRv�
�
�
ChoP11～16

�

●XGパラメーターリスト(エクスクルーシブ・エフェクト)

(4) エクスクルーシブ・エフェクト

・ XGで定義されているエクスクルーシブメッセージは、大き
くシステム、エフェクト、マルチパート、ドラムの4つのグ
ループに分けることができます。
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表示� パラメーター名� 初期値� 機能�値の範囲�

エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
000～127��
�
L63～C～R63�
�
000～127�
�
�
000～127�
�
�
INS、SYS�
��
�000～016(Part1～
16)、127(OFF)�
�
�
-64～+63�
�
�
-64～+63�
�
�
-64～+63�
�
�
-64～+63��
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�

005-000(DELY LCR)��
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�
�
64��
�
C�
�
000��
�
000��
�
INS��
�
�
127(OFF)�
��
�
+000�
�
�
+000�
�
�
+000�
�
�
+000��
�
エフェクトプログラ
ムリスト参照�

バリエーションエフェクトのタイプを設定します。�
�
�
バリエーションの細かい設定を行います。��
�
バリエーションからの戻り量を設定し、バリエーションの深さ
を調節します。�
�
エフェクト音の定位を設定します。�
�
バリエーションからリバーブへ接続されたバスラインへの送り
量を設定します。�
�
バリエーションからコーラスへ接続されたバスラインへの送り
量を設定します。�
�
バリエーションエフェクトをインサーションとシステムのどち
らのエフェクトとして使用するかを設定します。��
バリエーションコネクション=INSERT(インサーション)のと
き、バリエーションエフェクトをどのパートに接続するのかを
設定します。���
特定のパラメーターをモジュレーションホイールでコントロー
ルする深さを設定します。�
�
特定のパラメーターをピッチベンドホイールでコントロールす
る深さを設定します。�
�
特定のパラメーターをチャンネルアフタータッチでコントロー
ルする深さを設定します。�
�
特定のパラメーターをアサイナブルコントローラー1でコント
ロールする深さを設定します。�
�
バリエーションの細かい設定を行います。�

バリエーションタイプ��
�
バリエーションパラメー
ター�
�
バリエーションリターン��
�
バリエーションパン�
�
バリエーショントゥーリ
バーブ�
�
バリエーショントゥー
コーラス�
�
バリエーションコネク
ション�
�
�
バリエーションパート�
��
�MWバリエーションコン
トロールデプス�
�
BENDバリエーションコ
ントロールデプス�
�
CATバリエーションコ
ントロールデプス�
�
AC1�
�
�バリエーションパラメー
ター�

VarTyp�
�
�
VarP1～10�
�
�
VarRtn��
�
VarPan�
�
VrToRv�
�
�
VrToCh�
�
�
VrCnct��
�
�
VrPart�
��
�
MWVar�
�
�
BndVar�
�
�
CATVar�
�
�
AC1�
�
�
VarP11～16

(5) エクスクルーシブ・マルチ

・ XGで定義されているエクスクルーシブメッセージは、大き
くシステム、エフェクト、マルチパート、ドラムの4つのグ
ループに分けることができます。ここでは、マルチパートに
関するエクスクルーシブメッセージを扱います。

・ マルチパートとは、パートごとの音源の設定に関するエクス
クルーシブメッセージのことです。

・ エクスクルーシブマルチの中で、プログラムチェンジやコン
トロールチェンジなどで他のMIDIイベントで置き換え可能な
メッセージについては、エクスクルーシブメッセージを使わ
ずに他のMIDIイベントを使用するようにしましょう。

2. RM1xが扱えるMIDIイベント
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表示� パラメーター名� 初期値� 機能�値の範囲�

�
000～064�
�
�
000～127�
�
�
000～127��
�
001～128�
�
A01～A16,B01～
B16,OFF�
�
POLY,MONO�
�
�
�
SNGL,MULT,INST��
�
�
�
NORMAL,DRUM,　
DRUMS1～S9�
�
�
-24～+24��
�
-12.8～+12.7�
�
000～127��
�
�
000～127�
�
�
�
000～127�
�
�
L63～C～R63�
�
C-2～G8�
�
C-2～G8�
�
000～127��
�
000～127�
�
000～127�
�
000～127�
�
-64～+63�
�
-64～+63�
�
-64～+63�
�
�
-64～+63��
�
-64～+63�
�
-64～+63�
�
�
-64～+63�
�
�
-64～+63�
�
�
-24～+24�
�
�
-9600～+9450�
�
�
-64～+63�
�
�
000～127�
�

パート10,26=000,
他のパート=002��
�
パート10=127,他の
パート=000�
�
000��
�
001�
�
パートナンバーの順
番に設定�
�
POLY�
�
�
�
MULT��
�
�
パート10= 
DRUMS1, パート
26=DRUMS2, 他の
パート=NORMAL�
�
+00��
�
+00�
�
100��
�
�
064�
�
�
�
064�
�
�
C�
�
C-2�
�
G8�
�
127��
�
000�
�
040�
�
000�
�
+00�
�
+00�
�
+00�
�
�
+00��
�
+00�
�
+00�
�
�
+00�
�
�
+00�
�
�
+00�
�
�
+00�
�
�
+00�
�
�
010�
�

各パートで発音しているエレメント数の合計が最大同時発音数
の32を越えたときに、各パートで確保する必要最小限のエレメ
ント数を設定します。�
�
コントロールチェンジ#0のバンクセレクトMSBと同じ働きをし
ます。�
�
コントロールチェンジ#32のバンクセレクトLSBと同じ働きを
します。�
�
プログラムチェンジと同じ働きをします。�
�
MIDI受信チャンネルを設定します。��
�
演奏モードを和音が演奏できる状態(POLY)か、単音しか発音し
ない状態(MONO)のどちらかに設定します。�
�
発音中の音に対して、同じ音程のMIDIノートオンイベントを続
けて受信したとき、発音中の音をいったん止めてから再び鳴ら
す(SNGL)か、重ねて音を鳴らす(MULT)かの設定です。INST
は、ドラムパートだけで設定可能です。�
�
ノーマルボイスを使う状態(NORMAL)か、ドラムボイスを使う
状態(DRUM)かに設定します。DRUMSを設定すると、ドラムボ
イスをエディットできる状態になります。��
�
音程を半音単位で変更します。RPNのコースチューンと同じ機
能です。�
�
音程を約0.2Hz単位で変更します。�
�
ボリュームを設定します。コントロール#7のボリュームと同じ
働きです。�
�
鍵盤を弾く強さに対して、音源に働くベロシティの変化の度合
いを設定します。デプスの値を大きくすると、ベロシティの変
化の幅が大きくなります。�
�
音源に働くベロシティの値を一律に増減する働きがあります。
値を大きくすると、音源に働くベロシティ値が全体に増加し、
鍵盤を弱く弾いても比較的大きなベロシティが音源に働きます。
�
音の定位を設定します。コントロール#10のパンと同じ働きです。
�
発音可能な音域の下限を設定します。�
�
発音可能な音域の上限を設定します。�
�
各パートのエフェクトのドライラインへのセンドレベルを設定
します。�
�
コーラスエフェクトへのセンドレベルを設定します。�
�
リバーブエフェクトへのセンドレベルを設定します。�
�
バリエーションエフェクトへのセンドレベルを設定します。�
�
ビブラートの揺れの速さを設定します。�
�
ビブラートの揺れの深さを設定します。�
�
鍵盤を弾いてからビブラートがかかり始めるまでの時間を設定
します。�
�
フィルターのカットオフ周波数を設定します。��
�
フィルターのレゾナンスを設定します。�
�
鍵盤を弾いた瞬間の音量が0から最大値に変化するのに要する時
間を設定します。�
�
音量が最大に達した後、サステインレベルに変化する時間を設
定します。�
�
鍵盤を離した後、音量がサステインレベルから0になるのに要す
る時間を設定します。�
�
モジュレーションホイールによる音程変化の幅を、半音単位で
設定します。�
�
モジュレーションホイールによるフィルターのカットオフ周波
数の変化の幅を、150セント単位で設定します。�
�
モジュレーションホイールによる音量変化の幅を設定します。��
�
モジュレーションホイールでビブラートの深さをコントロール
する度合いを設定します。�

�
エレメントリザーブ�
�
�
バンクセレクトMSB�
�
�
バンクセレクトLSB��
�
プログラムナンバー�
�
レシーブチャンネル�
�
�
モノ/ポリモード��
�
�
セイムノートナンバー
キーオンアサイン�
�
�
�
パートモード�
�
�
�
ノートシフト��
�
デチューン�
�
ボリューム��
�
�
ベロシティセンスデプス�
�
�
ベロシティセンスオフ
セット��
�
パン�
�
ノートリミットロー�
�
ノートリミットハイ�
�
ドライレベル��
�
コーラスセンド�
�
リバーブセンド�
�
バリエーションセンド�
�
ビブラートレイト�
�
ビブラートデプス�
�
ビブラートディレイ��
�
フィルターカットオフフ
リケンシー�
�
フィルターレゾナンス�
�
EGアタックタイム�
�
�
EGディケイタイム�
�
�
EGリリースタイム�
�
�
MWピッチコントロール��
�
MWフィルターコント
ロール�
�
MWアンプリチュードコ
ントロール�
�
MW LFOピッチモジュ
レーションデプス�

�
ElRsrv�
�
�
Bank-M�
�
�
Bank-L��
�
Pgm#�
�
RcvCh.�
�
�
M/P�
�
�
�
KOnAsn�
�
�
�
�
PtMode�
�
�
�
NtShft��
�
Detune�
�
Vol��
�
�
VelDep�
�
�
�
VelOfs�
�
�
Pan�
�
NLim-L�
�
NLim-H�
�
DryLvl��
�
ChoSnd�
�
RevSnd�
�
VarSnd�
�
VibRte�
�
VibDep�
�
VibDly�
�
�
Cutoff��
�
Resnan�
�
Attack�
�
�
Decay�
�
�
Relese�
�
�
MWP-Cn�
�
�
MWF-Cn�
�
�
MWA-Cn�
�
�
MWP-Dp�
�
* :RM1xの音源部では機能しません。�

*

*

*

2. RM1xが扱えるMIDIイベント

●XGパラメーターリスト(エクスクルーシブ・マルチ)
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表示� パラメーター名� 初期値� 機能�値の範囲�

000～127�
�
�
000～127�
�
�
-24～+24�
�
�
-9600～+9450�
�
�
-64～+63�
�
�
000～127�
�
�
000～127�
�
�
000～127�
�
�
-24～+24�
�
��
-9600～+9450�
�
�
�-64～+63�
�
�000～127�
�
�000～127�
�
�000～127�
��
OFF,ON�
�
000～127�
�
-64～+63�
�
-64～+63�
�
-64～+63�
�
-64～+63��
�
000～127�
�
000～127

000�
�
�
000�
�
�
+02�
�
�
+00�
�
�
+00�
�
�
000�
�
�
000�
�
�
000�
�
�
+00�
�
��
+00�
�
�
�+00�
�
�000�
�
�000�
�
�000�
��
OFF�
�
000�
�
+00�
�
+00�
�
+00�
�
+00��
�
001�
�
127

モジュレーションホイールでワウワウの深さをコントロールす
る度合いを設定します。�
�
モジュレーションホイールでトレモロの深さをコントロールす
る度合いを設定します。�
�
ピッチベンドチェンジによる音程変化の幅を、半音単位で設定
します。�
�
ピッチベンドチェンジによるフィルターのカットオフ周波数の
変化の幅を、150セント単位で設定します。�
�
ピッチベンドチェンジによる音量変化の幅を設定します。��
�
ピッチベンドチェンジでビブラートの深さをコントロールする
度合いを設定します。�
�
ピッチベンドチェンジでワウワウの深さをコントロールする度
合いを設定します。�
�
ピッチベンドチェンジでトレモロの深さをコントロールする度
合いを設定します。�
�
チャンネルアフタータッチによる音程変化の幅を、半音単位で
設定します。RM1xではLFO PITCH DEPTHとして機能します。�
�
チャンネルアフタータッチによるフィルターのカットオフ周波
数の変化の幅を、150セント単位で設定します。RM1xではLFO 
FILTER DEPTHとして機能します。�
�
チャンネルアフタータッチによる音量変化の幅を設定します。
RM1xではLFO AMP. DEPTHとして機能します。�
�
チャンネルアフタータッチでビブラートの深さをコントロール
する度合いを設定します。�
�
チャンネルアフタータッチでワウワウの深さをコントロールす
る度合いを設定します。�
�
チャンネルアフタータッチでトレモロの深さをコントロールす
る度合いを設定します。�
�
ポルタメント効果のオン/オフの設定です。�
�
ポルタメントのかかり具合を設定します。�
�
鍵盤を弾いた瞬間の音程を設定します。�
�
PEGIntから本来の音程に変化するのに要する時間を設定します。
�
鍵盤を離した後に変化する音程です。�
�
鍵盤を離した後で、本来の音程からPEGRLvに変化するのに要
する時間を設定します。�
�
発音可能なベロシティの範囲の下限を設定します。�
�
発音可能なベロシティの範囲の上限を設定します。�

MW LFOフィルターモ
ジュレーションデプス�
�
MW LFOアンプリチュー
ドモジュレーションデプス�
�
BENDピッチコントロー
ル�
�
BENDフィルターコント
ロール�
�
BENDアンプリチュード
コントロール�
�
BEND LFOピッチモ
ジュレーションデプス�
�
BEND LFOフィルター
モジュレーションデプス�
�
BEND LFOアンプリチュー
ドモジュレーションデプス�
�
CATピッチコントロー
ル�
�
�CATフィルターコント
ロール�
�
�CATアンプリチュード
コントロール�
�
CAT LFOピッチモジュ
レーションデプス�
�
CAT LFOフィルターモ
ジュレーションデプス�
�
CAT LFOアンプリチュー
ドモジュレーションデプス�
�
ポルタメントスイッチ�
�
ポルタメントタイム�
�
ピッチEGイニシャルレベル�
�
ピッチEGアタックタイム�
�
ピッチEGリリースレベル�
�
ピッチEGリリースタイ
ム�
�
ベロシティリミットロー�
�
ベロシティリミットハイ�

MWF-Dp�
�
�
MWA-Dp�
�
�
BnP-Cn�
�
�
BnF-Cn�
�
�
BnA-Cn�
�
�
BnP-Dp�
�
�
BnF-Dp�
�
�
BnA-Dp�
�
�
CATP-C�
�
��
CATF-C��
�
��CATA-C�
�
�CATP-D�
�
�CATF-D�
�
�CATA-D�
��
PortSw�
�
PortTm�
�
PEGInt�
�
PEGAtk�
�
PEGRLv�
�
PEGRTm��
�
VelLmL�
�
VelLmH

* :RM1xの音源部では機能しません。�

*

*

2. RM1xが扱えるMIDIイベント
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(6) エクスクルーシブ・ドラム

・ XGで定義されているエクスクルーシブメッセージは、大き
くシステム、エフェクト、マルチパート、ドラムの4つのグ
ループに分けることができます。ここでは、ドラムに関する
エクスクルーシブメッセージを扱います。

・ ドラムとは、ドラムボイスのインストゥルメントごとの音色
や発音方法に関する設定のことです。

・ セットでは使用するドラムボイスの種類を、ノートでは設定
を変更するインストゥルメントを選択します。

・ エクスクルーシブドラムの中で、コントロールチェンジ
(NRPN)で置き換え可能なメッセージについては、エクスク
ルーシブメッセージを使わずにコントロールチェンジ
(NRPN)を使用するようにしましょう。

表示� パラメーター名� 初期値� 機能�値の範囲�

-64～+63�
�
-64～+63�
�
000～127��
�
�
OFF,001～127�
�
�
Rnd,L63～C～R63�
�
000～127�
�
000～127�
�
000～127�
�
�
SNGL,MULT��
�
�
�
OFF,ON�
�
�
OFF,ON�
�
�
-64～+63��
�
-64～+63�
�
-64～+63�
�
-64～+63�
�
-64～+63

セット�

Dr1～9�
�
〃�
�
〃��
�
�
〃�
�
�
〃�
�
〃�
�
〃�
�
〃�
�
�
〃��
�
�
�
〃�
�
�
〃�
�
�
〃��
�
〃�
�
〃�
�
〃�
�
〃�

ノート�

C-2～G8�
�
〃�
�
〃��
�
�
〃�
�
�
〃�
�
〃�
�
〃�
�
〃�
�
�
〃��
�
�
�
〃�
�
�
〃�
�
�
〃��
�
〃�
�
〃�
�
〃�
�
〃�

+00�
�
+00�
�
ノートごと
に異なる�
�
�
〃�
�
�
〃�
�
〃�
�
〃�
�
127�
�
�
SNGL�
�
�
�
ノートごと
に異なる�
�
�
ON�
�
�
+00��
�
+00�
�
+00�
�
+00�
�
+00

音程を半音単位で設定します。�
�
音程を1セント単位で設定します。�
�
ベロシティの最大値を受信したときの音量を設定します。��
�
同時に発音すると不自然な楽器を、同時に発音しないようにす
る設定です。同じ番号に設定した楽器同士は、同時に発音しな
くなります。�
�
音の定位を設定します。�
�
リバーブエフェクトへのセンドレベルを設定します。�
�
コーラスエフェクトへのセンドレベルを設定します。�
�
バリエーションエフェクトへのセンドレベルを設定します。�
�
発音中の音に対して同じ音程のMIDIノートオンイベントを続け
て受信したときの発音方法を設定します。ExcMultiのセイム
ノートナンバーキーオンアサインがINSTに設定されているとき
だけこの設定が有効になります。�
�
MIDIノートオフイベントを受信するかどうかを設定します。ON
設定すると、ノートオフイベントを受信して発音中の音を強制
的に止めます。�
�
MIDIノートオンイベントを受信するかどうかを設定します。発
音させたくないインストは、OFFに設定します。�
�
フィルターのカットオフ周波数を設定します。��
�
フィルターのレゾナンスを設定します。�
�
鍵盤を弾いた瞬間のレベルが、0から最大値に変化する速さです。
�
レベルが最大に達した後、ディケイレベルに変化する速さです。
�
音量がディケイレベルに達した後、音が消えるまでの速さです。

ピッチコース�
�
ピッチファイン�
�
レベル��
�
�
オルタネートグループ�
�
�
パン�
�
リバーブセンド�
�
コーラスセンド�
�
バリエーションセンド�
�
�
キーアサイン��
�
�
�
レシーブノートオフ�
�
�
レシーブノートオン��
�
フィルターカットオフ
フリケンシー�
�
フィルターレゾナンス�
�
EGアタックタイム�
�
EGディケイ1タイム�
�
EGディケイ2タイム�

DrPcCs�
�
DrPcFn�
�
DrLevl��
�
�
DrAltG�
�
�
DrPan�
�
DrRev�
�
DrCho�
�
DrVar�
�
�
DrKyAs��
�
�
�
DrNtOf�
�
�
DrNtOn�
�
�
DrCut��
�
DrResn�
�
DrAttk�
�
DrDcy1�
�
DrDcy2

* :RM1xの音源部では機能しません。�

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2. RM1xが扱えるMIDIイベント

●XGパラメーターリスト(XG エクスクルーシブ・ドラム)
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1. 仕様

シーケンサー部 最大記憶発音数 約110,000音
音符分解能 4分音符/480
最大同時録再音数 64音
BPM (テンポ) 25.0～300.0
レコーディング方式 リアルタイムリプレース

リアルタイムオーバーダブ
リアルタイムパンチ（ソングモードのみ）
ステップ
グリッドステップ

トラック パターンモード : 16パターントラック
ソングモード : 16シーケンサートラック、BPM

パターン プリセットパターン : 960 (60スタイル×16セクション)
ユーザーパターン : 800 (50スタイル×16セクション)、小節数 : 最大256

フレーズ プリセットフレーズ
ユーザーフレーズ : 256/1ユーザースタイル

パターンチェイン 20ソング
ソング 20ソング
エディット フレーズ エディット

ソング エディット
ジョブ パターン ジョブ : 36

パターンチェイン ジョブ : 8
ソング ジョブ : 28

スプリット スプリットソング、スプリットパターン
グルーブ グリッドグルーブ（ノートオフセット、クロックシフト、ゲートタイムオフセット、

ベロシティオフセット）
プレイエフェクト ハーモナイズ（ユニゾン、オクターバー、ハーモナイズ1、2）

プレイエフェクト（ビートストレッチ、クロックシフト、ゲートタイム、
ベロシティオフセット）

MIDI ディレイ MIDI ディレイエディット、フィードバックエディット
アルペジオ タイプ（アップ、ダウン、オルタネート1、2、ランダム）

ソート、ホールド、オクターブレンジ
シーケンスフォーマット RM1xオリジナルシーケンスフォーマット、

SMF (フォーマット0)
デモソング 4曲(付属ディスク)

音源部 音源 AWM2音源
最大同時発音数 32音
最大同時発音色数 16マルチティンバー

エレメントリザーブ付後着優先、DVA
音色数 ノーマルボイス : 654 (GMボイスを除く)

ドラムボイス : 46キット (GMキットを除く)
エフェクター 3基搭載

リバーブ : 11タイプ
コーラス : 11タイプ
バリエーション : 43タイプ

デジタルローブースト フリケンシー (50Hz - 2.0kHz)、ゲイン (±24dB)

操作子 電源スイッチ (STANDBY/ON)
ボリュームダイアル (VOLUME)
アサイナブルノブ (×8)
ダイアル (×4)
コントラスト調節ツマミ

1. 仕様
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1. 仕様

モードボタン [PATTERN], [PATT CHAIN], [SONG], [UTILITY]
サブモードボタン [GROOVE], [PLAY FX], [MIDI DELAY], [ARPEGGIO], [VOICE],

[VOICE EDIT], [EFFECT], [SETUP], [DISK], [JOB], [EDIT], [SPLIT]
ファンクションボタン [F1] ～ [F4]
ノブＡ/Ｂボタン [KNOB]
エグジットボタン [EXIT]
ディスプレイボタン [DISPLAY←], [DISPLAY→]
シーケンサーボタン [REC], [p], [STOP], [PLAY], [r], [f]
データエントリーボタン [NO -1], [YES +1]
カーソルボタン [CURSOR↑], [CURSOR↓], [CURSOR←], [CURSOR→]
シフトボタン [SHIFT]
キーボードモードボタン [TRACK], [TRANSPOSE], [NUM], [MUTE], [SECTION]
アルペジオ オン ボタン [ARPEGIO ON]
オクターブボタン [OCT DOWN] , [OCT UP]
キーボードパッド (E2 ～ F4)、タップテンポボタン ([TAP])

ディスプレイ (LCD) 64×240ドットグラフィックLCD (バックライト、コントラスト調整機能付き)

LED MODE (×4) (緑)
REC (赤)
PLAY (緑)
TRACK (×16) (赤)
KEYBOARDモード (MUTE (赤), SECTION（赤))
ARPEGGIO ON（赤）
ファンクションボタン (赤×4)
KNOB A/B (赤）
MIDI IN (赤）, MIDI OUT (緑）
7セグメントLED (4桁)

接続端子 PHONES (ステレオ標準フォンジャック)
OUTPUT (標準フォンジャック) (×2) (L/MONO, R)
FOOT SWITCH
DC IN
MIDI IN, MIDI OUT

フロッピーディスクドライブ
3.5インチ2HD(MF2HD)および3.5インチ2DD(MF2DD)の両タイプに対応

電源 ACアダプター (PA-5C)

寸法 420mm(W)×282mm(D)×98mm(H)

重量 4.4kg

付属品 電源アダプター (PA-5C)
フロッピーディスク
取扱説明書セット
保証書

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
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2. 故障かな?と思ったら

「音が出ない」「音色がおかしい」などといった状況になってしまったら、機械の故障を疑う前に次の項目をチェックしてください。多

くの場合、解決の糸口が見つけられるでしょう。それでも直らないときは、お買い上げ店、またはヤマハデジタルインフォメーショ

ンセンター(P.184)、ヤマハ電気音響サービス拠点(P.185)にご連絡ください。

考えられる原因

システム全般の原因
ボリュームは十分上がっていますか?
MIDIフィルターでノートオンがカットされていませんか?

ボイスやエフェクトに関する原因
エフェクトの設定は間違っていませんか?
(フィルターをかける場合、カットオフ周波数の設定によっては音が出ないことがあり
ます)

パターンやソングの設定に関する原因
各トラックのボリュームは上がっていますか?
ミュートが設定されていませんか?
アウトチャンネルのTO TGがオフになっていませんか?
再生データのボリュームやエクスプレッションに間違った設定はありませんか?
グルーブやプレイエフェクトのベロシティオフセットの値が小さすぎませんか?

システム全般の原因
ボリュームがクリップレベルを越えていませんか?

ボイスやエフェクトに関する原因
不要なエフェクトが設定されていませんか?
(フィルターをかける場合、レゾナンスによっては音が歪むことがあります)
ローブーストでゲインを上げすぎていませんか?
ユニゾンを設定していませんか?
(ユニゾンを設定すると音が歪んだように聞こえることがあります)

ボリュームやエクスプレッションが下がっていませんか?
グルーブやプレイエフェクトのベロシティオフセットの値が小さすぎませんか?

システム全般の原因
マスターチューニングが0から大きく離れていませんか?

ボイスやマルチに関する原因
トランスポーズが0以外に設定されていませんか?
グルーブのノートオフセットは設定されていませんか?
ピッチベンドノブは適正な位置(センター)にありますか?

全体の発音数が最大同時発音数を越えていませんか?

選んでいるパターン、フレーズ、パターンチェイン、ソングにはデータが入っていま
すか?
MIDIシンクの設定が[INTR]以外に設定されていませんか?

グルーブやプレイエフェクトが設定されていませんか?

曲のはじめに、音源をリセットするデータが入力されていませんか?
TGヘッダーをオンにしてセーブしたデータをもう一度ロードして再生していません
か?

症状

音が出ない

音が歪む

音が小さい

ピッチや音程がずれている

音が途切れる

[PLAY]を押しても演奏がス
タートしない

録音したときとリズムや発音
タイミングが異なって再生さ
れる

ボイスやエフェクトを設定し
ても、曲をスタートすると設
定が変わってしまう

参照ページ

P.12
P.147

P.70

P.66
P.49
P.75
P.66
P.59, 61

P.12

P.70

P.74
P.61

P.66
P.59, 61

P.144

P.26
P.59
P.12

P.38

P.52, 103, 114
P.146

P.58, 60

P.96, 139

P.77, 126
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2. 故障かな?と思ったら

プリセットパターンやプリセットフレーズが選択されていませんか?
メモリープロテクトがオンになっていませんか?

RM1xのメモリー容量は、パターン、フレーズ、ソングのデータをトータルした値で
す。よって、データ容量の多いフレーズやソングがあると、パターンやソングにまだ
空きがあったとしてもメモリーフルになる場合があります。

データの保存時にダンプインターバルタイムを短く設定していませんか?

フレーズやソングが録音でき
ない

まだ空のパターンやソングが
あるのにメモリーフルになる

MIDIバルクデータがうまく
送受信できない

症状 考えられる原因 参照ページ

P.21
P.145

P.43

P.145
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3. エラーメッセージリスト

●MIDI関係

Exc. Adrs Error 受信したエクスクルーシブメッセージに対応するアドレスがない場合に表示されます。アドレスを確
認してください。

Exc. Data Error 受信したエクスクルーシブメッセージのデータサイズが間違っている場合に表示されます。データを
確認してください。

MIDI Buffer Full 本機のMIDIの受信バッファーが一杯になって処理できなかったことを示します。もう一度受信しなお
してください。

●操作関係

No Data ジョブを実行する際、選択したトラックや設定した範囲にデータが無くジョブが無効のときに表示さ
れます。範囲を選びなおしてください。

Illegal Input 不当な操作や入力を行ったときに表示されます。入力方法を再度確認してください。

Illegal Track Number 指定したトラックが不適当な場合に表示されます。トラックを選びなおしてください。

Illegal Phrase Number 指定したフレーズが不適当な場合に表示されます。フレーズを選びなおしてください。

Illegal Measure 指定した小節が不適当な場合に表示されます。小節を選びなおしてください。

Illegal Check Box トラックのジョブで、いずれのチェックボックスもチェックされていない場合に表示されます。いず
れか1つのチェックボックスにチェックを入れてください。

No F7(End Of Exc.) エクスクルーシブデータの入力または変更時に、エンドオブエクスクルーシブ(F7)が入力されていな
い場合に表示されます。F7を入力してください。

Preset Phrase プリセットフレーズを選択している状態で、フレーズエディットやフレーズレコーディングに入ろう
としたときに表示されます。プリセットフレーズをエディットしたいときは、一度ユーザーフレーズ
にコピーしてから行ってください。

Preset Pattern プリセットパターンを選択している状態で、フレーズエディットやフレーズレコーディングに入ろう
としたときに表示されます。フレーズのエディットやレコーディングは、ユーザーパターンで行って
ください。

Pattern Length Mismatch ジョブでパターンの小節数が256を越えてしまう場合に表示されます。

Phrase Number Overflow レコーディング、ジョブ、エディットで256個のユーザーフレーズをすべて使い切ってしまった場合
に表示されます。

●本体システム関係

Backup Battery Low 本体内のバックアップバッテリーの電圧が下がったときに表示されます。ヤマハ電気音響製品サービ
ス拠点か、お近くのヤマハ特約店に電池の交換を依頼してください。

Memory Full 内部メモリーが一杯で、レコーディングやエディット、ジョブの実行、MIDIの受信、フロッピーディ
スクのロードができないときに表示されます。不要なソングやパターン、ユーザーフレーズを消去し
てから、操作をやりなおしてください。

Factory Set RM1xを工場出荷時の状態に戻す操作(P.18)をしたときに表示されます。また本体内のバックアップ
バッテリーが下がったときなどに、内部メモリーのデータが壊れる場合があります。そのとき自動的
に工場出荷時の状態に戻り、このメッセージが表示されます。

Memory Protect メモリープロテクトがオンの状態で、レコーディングやジョブ、エディットなどでデータの変更を行
おうとした場合に表示されます。
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●エラー以外のメッセージ

Can't Undo. Ok?(yes/no) あるジョブを実行すると、内部メモリーが一杯になり、操作のアンドゥーができなくなる場合に表示
されます。アンドゥーができなくても良いときは[YES +1]を押します。中止するときは[NO -1]を
押し、不要なソングやパターン、ユーザーフレーズを消去してから、操作をやりなおしてください。

Are you sure?(Yes/No) 各操作を実行したときの、確認をもとめる表示です。[YES +1]/[NO -1]で操作を進めてください。

Completed ロード、セーブ、フォーマット中や、ジョブの実行が終了したときに表示されます。

Executing... ロード、セーブ、フォーマット中や、ジョブの実行中に表示されます。そのままお待ちください。

●DISK関係

Disk Full フロッピーディスクの容量が一杯でファイルがセーブできないときに表示されます。新しいフロッピー
ディスクを用意するか、不要なファイルを消去してから操作をやりなおしてください。

File Not Found ロードのとき、フロッピーディスクの中に目的のファイルが存在しないときに表示されます。ディス
クを挿入しなおして、操作をやりなおしてください。

Bad Disk. Format Now ? (Y/N) フロッピーディスクが不良です。[YES +1]を押すとフォーマットが実行されます。

No Disk フロッピーディスクが本体に正しくセットされていないときに表示されます。フロッピーディスクを
正しくセットしなおしてください。

Unformat. Format Now ? (Y/N) ディスクがフォーマットされていないときに表示されます。[YES +1]を押すとフォーマットが実行
されます。

Write Protected フロッピーディスクのライトプロテクトタブが、書き込み禁止状態になっているときに表示されます。
フロッピーディスクを取り出し、ライトプロテクトタブを閉めてから操作をやりなおしてください。

Bad File 異常のあるファイルをロードしたときに表示されます。

Illegal Format フロッピーディスクが本機で処理できないフォーマットのときに表示されます。ディスクの内容を確
認してください。

Disk Changed 交換してはいけない時にディスクを交換したときに表示されます。はじめから操作をやりなおしてく
ださい。

Can't Change File Name リネームのとき、フロッピーディスクの中に、設定したファイル名と同じファイル名のファイルがす
でにあると表示されます。別のファイル名を設定しなおしてください。

Illegal File ロードのとき、目的のファイルが本機で扱えないときに表示されます。ファイルの内容を確認してく
ださい。

No Data フロッピーディスクにデータをセーブするとき、選択したソングやスタイルにデータが無くセーブが
実行できなかったときに表示されます。データの入っているソングやスタイルを選択して操作をやり
なおしてください。
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4. 用語解説

ア行

RPN
Registered Parameter Number(レジスタード・パラメー
ター・ナンバー)のことです。MIDIのコントロールチェンジに含
まれるメッセージで、ピッチベンドセンシティビティや、マス
ターチューニングなど、特殊なパラメーターをコントロールする
際に使われます。

アフタータッチ
鍵盤を弾いてから、さらに強く押し込むことによって送信される
MIDI情報のことです。

アンサンブル
2人以上の演奏者による合奏のことを言います。RM1xでは、マ
ルチモードにおいて32パートまでのアンサンブル演奏ができま
す。

アルペジオ
分散和音を自動演奏する機能です。

アンプリチュード
鍵盤を弾いた瞬間から、鍵盤を離し、音が消えるまでの音量変化
をコントロールすることです。

イコライザー
音をいくつかの周波数帯域に分けて、各帯域ごとのブースト/
カットを調節することで、サウンドを補正する機器のことです。

ESEQ
ヤマハが開発したシーケンスデータのファイルフォーマットで
す。ESEQに対応している製品は、フロッピーディスクを通して
互いにシーケンスデータをやりとりすることができます。(クラ
ビノーバ、ピアノプレーヤ用に市販されているディスクは除きま
す)

移調
調性（キー）を変えることを言います。

イニシャライズ
ある設定を、一定基準となる状態（初期状態）に変更する機能のこ
とです。

イベント
シーケンスデータを構成する1単位のデータ(ノートオン/オフ、
プログラムチェンジなど)のことです。

インサーション(エフェクト)
ボイスモードで使用する音作りを積極的に行うためのエフェクト
です。ソングモードでは、システムエフェクトと異なり、任意の
パートにのみ働くため、エフェクトを積極的に使った曲作りが可
能になります。

インスト
ドラムボイスを構成する、スネアやバスドラムなどの個々の楽器
のことです。ドラムボイスは、各鍵盤(ノート)にこれらのインス
トが割り当てられています。

インターバルタイム
シーケンストラックに録音したバルクデータを送信する際、一定
間隔ごとに挿入するディレイタイムのことです。

ウェーブ
AWM2音源の音作りの基になる、デジタル録音されたさまざま
な楽器の波形のことです。

ウェット音
エフェクト回路を通りエフェクト処理された音声信号です。通常
エフェクトを利用する場合、エフェクトの中にすべての信号を通
してしまうのではなく、エフェクトを通った音(ウェット音)と、
エフェクトを通らない音(ドライ音)をミックスすることでエフェ
クトのかかり具合を調節します。

エコーバック（Echo Back）
MIDI IN端子から受信したMIDIデータを、MIDI OUT端子にス
ルーアウトする設定です。
コンピューター用MIDIアプリケーションではMIDIスルーとも呼
びます。

AWM2音源
ヤマハが開発した、デジタル録音された波形を基にして音作りを
行う音源方式です。生の楽器の持つ複雑な波形をそっくりそのま
ま持ち、リアルなサウンドを再現します。またデジタルフィル
ターを内蔵し、微妙な音色のコントロールが可能です。AWM2
は、Advanced Wave Memory 2の略です。

NRPN
Non Registered Parameter Number(ノン・レジスタード・
パラメーター・ナンバー)のことです。MIDIのコントロールチェ
ンジに含まれるメッセージで、フィルターやEGを操作して音色
をエディットしたり、ドラムボイスのインストごとのピッチやレ
ベルをエディットするなど、MIDIを通して音色をエディットす
る際に使われます。

MSB
Most Significant Byteの略名で、MIDIコントロールチェンジ
のデータを2バイトに分けて送信する際の、データバイトの上位
バイトのことです。

MDF3
MIDIデータファイラーの商品名です。MIDI機器の内部設定デー
タを、システムエクスクルーシブ情報の形で受け取り、フロッ
ピーディスクに保存します。

LSB
Least Significant Byteの略名で、MIDIコントロールチェン
ジデータを2バイトに分けて送信する際の、データバイトの下位
バイトのことです。

LFO
Low Frequency Oscillatorの略です。低い周波数の信号を発
生するセクション(装置)です。LFOの信号で音程、音量、音色を
ゆらすと、ビブラート、トレモロ、ワウなどの効果になります。

エクスクルーシブ
システムエクスクルーシブメッセージをご覧ください。
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エクスプレッション
パートごとの音量をコントロールするためのMIDIコントロール
チェンジデータのことです。

エディット
データを、修正したり編集したりする作業のことです。

エディットリコール
ボイスをエディットした直後にストアせずに異なるボイスを選ん
だとき、直前にエディットしたボイスを復活させる操作です。

エフェクト
音を加工してさまざまな効果を付加するセクション(装置)です。
本機はシステムエフェクトとして2基(リバーブ、コーラス)、シ
ステムエフェクトとインサーションエフェクトに切り替え可能な
エフェクトを1基(バリエーション)、そしてシステムEQの合計3
基を内蔵しています。

エレメント
AWM2音源を構成する、音色や定位を持った音を発生するセク
ション(装置)です。本機のボイスは、エレメントが1～4個集
まって構成されます。

エンベロープジェネレーター(EG)
鍵盤を弾いた瞬間から音が消えるまでの、音源からのレベルを変
化させるセクション(装置)です。音量をコントロールするAEG、
ピッチコントロールするPEG、フィルターコントロールする
FEGがあります。

オフセットエディット
エディットの中で、データの実態はエディットせずに、データを
付加することで行うエディットをオフセットエディットと呼び、
付加するデータのことをオフセット値と呼びます。

カ行

カーソル
設定や選択を行うことのできる項目を示すマークのことです。

カットオフ周波数(フリケンシー)
フィルターは、ある周波数までの信号は通過させるが、それ以上
の信号は通過させにくくする働きがあります。その周波数をカッ
トオフ周波数(フリケンシー)といいます。

カテゴリー
ボイスやフレーズを選ぶ際、グループ分けをすることで、求める
ボイスやフレーズを素早く探し当てることができます。その区分
をカテゴリーとして表示します。

コントロールチェンジ
コントローラー(モジュレーションホイールやフットコントロー
ラーなど)が操作されたときに出力するMIDIデータのことです。
各コントローラーは、固有のコントロールナンバーを持っていま
す。

サ行

シーケンサー
MIDI機器の演奏をデータとして録音したり、編集、修正した
り、再生したりする機能を持っています。

シーケンストラック
通常のMIDIシーケンスデータを録音、再生するトラックのこと
です。

システム(エフェクト)
センドレベルとリターンレベルを設定することで、すべてのパー
トに対して効果をかけることのできるエフェクトです。全体にリ
バーブやコーラスをかける際に便利なエフェクトです。本機では
リバーブエフェクトとコーラスエフェクトがシステムエフェクト
として入っています。バリエーションエフェクトをシステムエ
フェクトとして使用することもできます。

システムエクスクルーシブメッセージ
機器固有の設定データをやり取りするためのMIDI情報のことで
す。

16進数
16を基準にして、16のn乗で位が増えていく進数です。10～
15の数を表す数字として、アルファベットA～Fを使います。

スクロール
カーソルを移動することで、カーソルの移動にともなって画面が
左右に移動することをスクロールといいます。

スタイル
パターンを構成する16種類のセクションの集合体です。

スタンダードMIDIファイル(SMF)
異なったシーケンサーの間でも、簡単にソングデータのやりとり
を可能にするために考えられた規格です。現在多くのソフトウェ
アメーカー、ハードウェアメーカーからスタンダードMIDIファ
イルを入出力できるソフト/ハードが提供されています。

セクション
スタイルを構成する16種類のパターンにつけられた呼び名で
す。スタイルとセクションを指定することでパターンを選択する
ことができます。

センシティビティ
感度のことです。

セント
半音を100等分に分割した音程の単位です。

センドレベル
エフェクトを操作する際、目的のバスラインへの送り量のことを
センドレベルといいます。反対に戻り量をリターンレベルといい
ます。

ソステヌートペダル
ソステヌートペダルを踏んだときに送信されるMIDIコントロー
ルチェンジのことです。コントロールチェンジナンバーは66番
です。

ソフトペダル
ソフトペダルを踏んだときに送信されるMIDIコントロールチェ
ンジのことです。コントロールチェンジナンバーは67番です。
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タップ
[TAP]ボタンをたたくタイミングでBPM(テンポ)を変更する機
能です。

ダンプアウト
MIDIシステムエクスクルーシブメッセージのバルクデータを送
信することをいいます。

チャンネル
MIDI情報のやり取りを行うとき、送信側と受信側で合わせるも
のです。

チェックサム
複数ブロックMIDIシステムエクスクルーシブメッセージを送受
信するときに、データエラーによる誤動作を防ぐためにデータの
最後に付けられているデータチェックのための数値のことです。

チャンネルアフタータッチ
鍵盤を弾いてから、さらに強く押し込むことによって送信される
MIDI情報のことをアフタータッチといいます。アフタータッチ
にはチャンネルアフタータッチと、ポリフォニックアフタータッ
チの2つの種類があります。このうちチャンネルアフタータッチ
は、1つのMIDIチャンネルにつき1つのデータしか扱うことしか
できません。これに対してポリフォニックアフタータッチは、鍵
盤ごとに現在押されている強さをMIDIデータとして出力しま
す。

チューニング

アンサンブル演奏をする際に、楽器間のピッチを合わせることを
いいます。通常、A3 = 440Hz に合わせます。

データエントリー
MIDIコントロールチェンジです。コントロールナンバーは6番
です。主にRPNで指定したパラメーターの数値を変更するとき
に使います。

ディストーション
主にギターで使用するエフェクトです。信号波形の上下を切り取
るなどの操作で、故意に歪みを発生させて、ギター特有の存在感
のあるサウンドを作ります。

ディレイ
音声信号を遅らせることで生じる効果(装置)のことをいいます。
本機のバリエーションエフェクトでディレイをかけることができ
ます。

DSP
Digital Signal Processorのことで、デジタル信号を加工して
さまざまな効果を作り出す機能を持った専用マイクロプロセッ
サーを示します。RM1xには高品位DSPが内蔵されており、リ
バーブやコーラスなどのエフェクトを作り出しています。

定位
パン（パンポット）ともいい、ステレオで音を鳴らしたときに音の
聞こえてくる方向のことです。パンで音の定位を設定することが
できます。

デジタルフィルター
デジタル回路で作られたフィルターです。RM1xはデジタルの

な行

ノートオン/ノートオフ
MIDIメッセージの中の、鍵盤を演奏したことを示すメッセージ
です。鍵盤を弾いたことを示すメッセージがノートオン、鍵盤を
離したことを示すメッセージがノートオフです。

ハ行

パート
各MIDIチャンネルの演奏データを受信して、独立した演奏を行
う部分をパートと呼びます。RM1xには、16のパートがありま
す。

倍音
ある楽器を鳴らしたときに、鳴らしたピッチの音以外に、整数倍
の周波数を持つ高い音が鳴っています。この音を倍音といいま
す。倍音の種類や量は、その楽器の音色を決定する重要な要素に
なっています。

バイト
2進数の基本単位であるビットが、8個集まったものを1バイト
（＝ 8ビット）といいます。1バイトは、2桁の16進数で表せる
ため、MIDIデータなどのデジタルデータを表記したり、メモ
リーの大きさを表したりする際の単位になっています。

バイパス
本来の経路以外のサブとなる経路のことで、エフェクトをバリ
エーションモード＝システムの状態で使用する際、コーラスエ

ローパスフィルターをエレメントごとに1つずつ持っていて、音
色のさまざまなコントロールを行います。

デバイスナンバー
MIDIシステムエクスクルーシブメッセージ専用のチャンネルで
す。通常のMIDIチャンネルと同じく1～16の番号を持ち、送信
側と受信側の番号が一致してはじめてデータのやりとりができる
仕組みになっています。

デプス
深さの設定のことをいいます。

テンポトラック
ソングを再生するテンポ情報を録音するトラックです。

ドライ音
エフェクト回路を通らない音声信号です。通常、エフェクトを利
用する場合、エフェクトの中にすべての音を通してしまうのでは
なく、エフェクトを通った音(ウェット音)と、エフェクトを通ら
ない音(ドライ音)をミックスさせることでエフェクトのかかり具
合を調節します。

トランスポーズ
調性（キー）を変える機能のことをいいます。

トラック
演奏情報を録音する場所です。

トレモロ
音量が周期的に変化することによって生じる効果のことです。

4. 用語解説
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フィルター
音から特定の周波数帯域の出力を削って、音色を作りかえるため
のセクション(装置)です。本機ではボイスのエレメントごとに
ローパスフィルターを持っており、高い倍音を削ることで、音を
丸くしたり明るくしたりすることができます。

プリセット(Pre)
本体の中にはじめから内蔵しているメモリーのことをいいます。
本機では、ボイス、フレーズ、パターンにプリセットメモリーを
持っています。

ブリリアンス
音の明るさをコントロールする効果のことをブリリアンスと呼び
ます。RM1xではフィルターのカットオフフリケンシーをコント
ロールすることで、ブリリアンス効果が得られます。

Hz（ヘルツ）
周波数や振動数の単位です。1秒間に振動が何回繰り返すか、そ
の回数を表します。たとえば、A3の音は空気が1秒間に440回
振動したときに聞こえる音程なので440Hzといいます。

ベロシティ
鍵盤を弾く速さ(強さ)を示す数値です。

ポリフォニックアフタータッチ
鍵盤を弾いてから、さらに強く押し込むことによって送信される
MIDI情報のことをアフタータッチといいます。アフタータッチ
には、チャンネルアフタータッチとポリフォニックアフタータッ
チの2つの種類があります。このうちチャンネルアフタータッチ
は、1つのMIDIチャンネルについて1つのデータしか扱うことし

かできません。これに対してポリフォニックアフタータッチは、
鍵盤ごとに現在押されている強さをMIDIデータとして出力しま
す。

ポリフォニック数
最大同時発音数のことです。RM1xでは32音です。

ポルタメント
ある音程から、次の音程へなめらかに音程が変化する効果です。
ポルタメントタイムが大きいほど、ゆっくりと変化します。0 だ
と効果はありません。

ポルタメントスイッチ
ポルタメント効果のオン/オフコントロールです。コントロール
チェンジナンバーは65番です。

4. 用語解説

フェクトおよびバリエーションエフェクトから、他のエフェクト
に再度入力するバスラインのことをいいます。

バスライン
各パートおよび各セクションからの音声信号が乗り入れる経路
(ライン)をバスラインといいます。本機では、システムエフェク
トの中に「SendVar→Cho」「SendVar→Rev」「SendCho→
Rev」のバスラインや、各パートのステレオ出力を束ねたステレ
オバスラインなどを持っています。

バッファー
データを一時的にためておくメモリーのことをいいます。

パラメーター
モードおよびサブモードの画面で、値(データ)を設定する色々な
要素のことをパラメーターといいます。

パラメーターチェンジ
システムエクスクルーシブメッセージに含まれるMIDIメッセー
ジです。MIDI機器の内部の設定を、MIDIを通して1つずつ変更
する際に使います。MIDIデータフォーマットに詳しく解説され
ています。

バリエーションエフェクト
本機の特長の1つとなるエフェクトです。ボイスモードではこの
エフェクトを使って、積極的な音作りができます。インサーショ
ンエフェクトやシステムエフェクトとして機能することができ、
リバーブやコーラス以外にディレイやロータリースピーカー、
オートパン、アンプシミュレーター、オートワウなど多彩なエ
フェクトプログラムを持っています。

バルクデータ
システムエクスクルーシブメッセージのうち、内部設定のための
データなどを1つのまとまりとして、管理しているものです。

パン　
ステレオ再生したときの、音の定位を設定するパラメーターのこ
とをパン(パンポット)といいます。ボイスエディット、ソングプ
レイのマルチ、エフェクトエディットの中などにパンというパラ
メーターがあり、互いに関連しています。

バンクセレクト
MIDI信号で、拡張ボイスを選ぶ際に送信するコントロールチェ
ンジ信号です。コントロールナンバー0番のMSBと、32番の
LSBが一組になって音色のバンクを切り替えます。実際には、
バンクセレクトとプログラムチェンジを合わせて送信すること
で、ボイスバンクとボイスを切り替えることができます。

バンクナンバー
RM1xではバンクセレクトMSB/LSBの値を使いやすくするた
め、本体を操作する際には、バンクナンバーというパラメーター
で、バンクセレクトを一括して切り替える仕組みになっていま
す。

ピッチEG
音の立ち上がりから消えるまでの間で、音程の時間的な変化をコ
ントロールする部分です。

BPM
Beat Per Minute(1分間のビート数)の省略形で、テンポのこ
とです。

マ行

マルチ(音源)
1台で複数の音色を同時に鳴らすことができる音源のことです。
マルチティンバー音源ともいいます。

MIDI
Musical Instruments Digital Interfaceの略で、楽器間のデー
タ通信方法の規格を指します。現在では、ほとんど電子楽器が
MIDI規格に対応したMIDI端子を持ち、それらの楽器を組み合わ
せることで、リモート演奏や自動演奏が簡単にできるようになっ
ています。
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RAM
Random Access Memoryの略です。読みだし、書き込み可
能なメモリーのことです。RM1xではインターナルメモリーに
RAMが使われています。

リバーブ
ホールなどの残響感を作るエフェクトのことです。音に奥行きと
広がりを加えるので、音楽を演奏する際には、欠かすことのでき
ないエフェクトです。RM1xにはMU100/100R相当の高品位
のリバーブが内蔵されています。

リプレース
リアルタイムレコーディングやパンチレコーディングの際、すで
に録音されているデータを消しながら（置き換えながら)、新たに
録音していく方法です。

レイト
EGや、スケーリングをコントロールするためのパラメーターで
す。たとえばEGの場合、2点の移動速度を示します。

レゾナンス
カットオフ周波数付近のレベルを持ち上げブーストする効果で
す。今までなかった倍音が付け加えられるため、音が明るく堅く
なったように聞こえ、音に張りがでます。

ローパスフィルター
高い倍音をカットする機能を持ったフィルターです。カットオフ
周波数を上げると音が明るくなり、下げると暗くなります。

ローブースト
イコライザーで低音域の音量を持ち上げて、音に厚みや迫力をつ
ける機能です。

ワ行

ワウワウ(ワウ)効果
音色を周期的に変化させる効果です。本機では、LFOの信号で
フィルターのカットオフ周波数を変化させることでこの効果を
作っています。

4. 用語解説

MIDIウィンドコントローラー
息を吹き込むことでブレスコントローラーなどのコントロール信
号を出して音源をコントロールするMIDI機器のことです。管楽
器などの細かいニュアンスを表現するのに適しています。代表的
な機種としてヤマハWX5などがあります。

MIDIチャンネル
MIDIには、1 ～16のチャンネルがあり、送信側と受信側でチャ
ンネルが合っていなければ演奏データのやりとりができません。
このチャンネルのことをMIDIチャンネルといいます。

MIDIデータファイラー
さまざまなMIDI機器のバルクデータを受け取り、フロッピー
ディスクに保存する機能をもったMIDI機器です。ヤマハMIDI
データファイラーMDF3などがあります。

ミュート
任意のパートの発音を止めることをいいます。ソングモードやパ
ターンモードで設定することができます。

モード
デジタル機器の中の、最も大きな機能の区分けのことです。
RM1xではパターンモード、パターンチェインモード、ソング
モード、ユーティリティモードの4つのモードがあります。

ROM
Read Only Memoryの略です。読みだし専用のメモリーのこと
で、プリセットメモリーがすべてROMとして搭載されていま
す。
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5. 五十音順索引

ア

アウトチャンネル ................................................................. 74, 125

アサイナブルノブ ......................................................... 13, 74, 125

アタックタイム .......................................................... 69, 123, 153

アペンドパターン ............................................................................ 94

アペンドフレーズ ............................................................................ 91

アルペジオ ............................................ 13, 14, 27, 38, 65, 121

アルペジオタイプ ............................................................................ 65

アンドゥー/リドゥー ........................................ 44, 82, 108, 131

アンプリチュードモジュレーションデプス....................... 69, 123

イジェクトボタン .................................................................... 15, 76

イベントタイプ ..................................................................... 55, 116

イベントチェイス ......................................................................... 145

イレースイベント ...................................................... 88, 108, 134

インサーション ................................................................................ 71

インサーションエフェクト..................................................... 39, 71

インサート ............................................................................. 97, 140

インターバルクロック .................................................................... 89

インターバルタイム ..................................................................... 145

インフォメーション .................................................. 80, 106, 129

エグジットボタン ............................................................................ 13

エクスクルーシブ ......................................................................... 156

エクスクルーシブ・エフェクト .................................................. 157

エクスクルーシブ・システム ...................................................... 156

エクスクルーシブ・マルチ.......................................................... 158

エクスチェンジトラック...................................................... 93, 137

エクスチェンジフレーズ................................................................. 90

エクストラクトイベント...................................................... 88, 135

エクスプレッション .......................................................... 152, 171

エコーバック ................................................................................. 146

エディットビュー ......................................................................... 145

エディットボタン ............................................................................ 13

エフェクト .....................................................23, 36, 39, 70, 124

エフェクトセンド ................................................................. 67, 122

エフェクトパラメーター................................... 72, 73, 124, 125

エフェクト部 ............................................................................ 36, 39

エフェクトボタン ............................................................................ 13

エレメント ..................................................................... 37, 38, 171

エレメントリザーブ ..................................................................... 159

エンターボタン................................................................................ 14

オートリピート................................................................................ 44

オーバーダブ ......................................................................... 54, 116

オール .................................................................................... 77, 126

オールサウンドオフ ..................................................................... 153

オクターバー......................................................................... 61, 120

オクターブ.......................................................... 49, 65, 114, 121

オクターブボタン ............................................................................ 14

オフセット.................................................. 84, 85, 89, 132, 136

オルタネートグループ ................................................................. 161

音源部 ....................................................................................... 36, 37

音程 ........................................................................................ 57, 119

カ

カーソルボタン................................................................................ 13

カーブ .................................................................................... 89, 135

拡張子 .................................................................................... 77, 126

カットオフ..................................................................... 22, 70, 123

キーアサイン................................................................................. 161

キープオリジナルフレーズ..................................................... 94, 95

キーボードパッド ............................................................................ 14

機能ツリー図 .................................................................................... 34

キャラクターデリート ................ 78, 80, 104, 105, 127, 129

休符 ........................................................................................ 56, 118

クオンタイズ......................................................................... 82, 131

クオンタイズストレングス.................................................. 83, 131

クオンタイズバリュー ......................................................... 82, 131

グライド................................................................................. 85, 133

クリア ............................................................................................ 103

クリアオール......................................................................... 98, 140

クリアソング................................................................................. 139

クリアチェイン............................................................................. 110

クリアトラック..................................................................... 93, 138

クリアパターン................................................................................ 95

クリアフレーズ................................................................................ 92

クリエートコンティニュアスデータ .................................. 88, 135

クリエートタイム ................................................................. 88, 135
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クリエートメジャー .......................................................... 108, 136

クリエートロール ................................................................. 86, 133

クリックビート ............................................................................. 145

クリックモード ............................................................................. 145

グリッド .............................................................. 59, 86, 119, 133

グリッドグルーブ ................................................................. 58, 119

グリッドステップレコーディング ...................................... 57, 118

グルーブ ................................................................................. 58, 119

グルーブボタン ................................................................................ 13

クレッシェンド ..................................................................... 85, 132

クロック .............................................................. 63, 87, 134, 146

クロックシフト .................................................. 59, 61, 119, 120

ゲートオフセット ................................................................. 59, 119

ゲートタイム ...................................56, 57, 61, 118, 119, 120

ゲートタイムレイト ............................................................. 61, 120

ゲイン .................................................................................... 74, 125

ゲットフレーズ ................................................................................ 91

コードセパレート ................................................................. 87, 134

コードソート ......................................................................... 86, 133

コーラス ............................................................................................ 39

コーラスエディット ............................................................. 73, 125

コーラスセンド ..................................................................... 67, 122

コーラスタイプ ..................................................................... 72, 124

コーラスパン .............................................................. 73, 125, 157

コーラスリターン ......................................................................... 157

コピーイベント ..................................................................... 87, 108

コピーソング ................................................................................. 138

コピーチェイン ............................................................................. 109

コピートラック ..................................................................... 92, 137

コピーパターン ................................................................................ 94

コピーフレーズ ................................................................................ 90

コントラストつまみ ................................................................ 16, 18

コントローラー部 .................................................................... 36, 38

コントロールチェンジ ...................54, 55, 75, 116, 117, 152

コントロールナンバー ......................................................... 98, 140

コンバートトゥーソング.............................................................. 109

サ

最大同時発音数 ..................................................... 38, 60, 62, 159

サステイン .......................................................... 16, 69, 144, 152

サブモード..........................................13, 32, 41, 46, 102, 112

シーケンサー....................................................................... 6, 12, 36

シーケンサーボタン ........................................................................ 12

システム......................................................................................... 144

システムエクスクルーシブ............................................................. 97

シフトクロック..................................................................... 87, 134

シフトボタン.................................................................................... 13

ジャンプロケーション ......................................................... 48, 113

ジョブボタン.................................................................................... 13

ジョブリスト .............................................................. 81, 107, 130

シンアウト............................................................................. 89, 135

シングル......................................................................................... 115

スイングゲートタイム ......................................................... 83, 131

スイングレイト..................................................................... 83, 131

スタイル............................................................................................ 37

スタイルナンバー .................................................................... 21, 48

スタイルネーム................................................................................ 48

スタンダードMIDI ............................................. 77, 78, 126, 171

スタンバイ/オンスイッチ....................................................... 15, 18

ステップクロック ................................................................. 86, 133

ステップタイム..................................................................... 55, 117

ステップレコーディング................................... 52, 54, 115, 116

スプリットパターン ........................................................................ 95

スプリットフレーズ ........................................................................ 91

セーブ ......................................................................... 77, 104, 127

セクション................................................................ 14, 37, 48, 51

セットアップ......................................................... 13, 47, 74, 125

セットオール...................................84, 89, 98, 132, 136, 140

センドコーラストゥーリバーブ.......................................... 73, 125

センドバリエーショントゥーコーラス .............................. 73, 124

センドバリエーショントゥーリバーブ .............................. 73, 124

ソート .................................................................................... 65, 121

ソステヌートペダル ..................................................................... 152

ソフトペダル................................................................................. 152

ソロ ........................................................................ 14, 25, 49, 114

ソング ....................................................................................... 33, 37

ソングエディット ......................................................................... 139

ソングジョブ................................................................................. 130

ソングナンバー............................................................................. 113

ソングネーム...................................................................... 113, 139

ソングプレイ................................................................................. 113
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タ

タイ ........................................................................................ 56, 118

ダイアル ............................................................................................ 12

タイムストレッチ ................................................................. 90, 136

タップボタン ............................................................................ 14, 43

チェインナンバー ......................................................................... 103

チェインネーム .................................................................. 103, 110

チャンネルアフタータッチ(CAT) ................................... 147, 154

データインクリメント ................................................................. 153

データエントリー ......................................................................... 152

データデクリメント ..................................................................... 153

ディケイタイム .......................................................... 69, 123, 159

ディスクファイル ........................ 79, 80, 105, 106, 128, 129

ディスプレイ ............................................................................ 12, 13

ディバイドドラムトラック.................................................. 94, 138

ディレイタイム ..................................................................... 63, 120

ディレイレベル ..................................................................... 63, 120

デフォルト .................................................................. 78, 105, 127

デモソング ........................................................................................ 20

デリート ......................................................56, 80, 97, 106, 129

デリートメジャー .............................................................. 109, 137

テンプレート ......................................................................... 75, 126

テンポ ..................... 12, 43, 48, 51, 53, 57, 113, 116, 119

ドライ/ウエット ................................................................... 72, 124

ドライレベル .............................................................. 67, 122, 159

トラック ................................................... 25, 26, 36, 43, 50, 51

トラックの状態 ................................................................................ 51

トラックボタン ................................................................................ 14

ドラムボイス ............................................................................ 37, 38

トランスポーズ ............................ 14, 26, 48, 51, 53, 85, 132

ナ

ノート ..................................... 38, 81, 86, 96, 130, 133, 151

ノートオフセット ................................................................. 59, 119

ノートシフト ......................................................................... 51, 159

ノートネーム ................................................................................. 151

ノーマライズプレイエフェクト .......................................... 93, 138

ハ

ハーモナイズ................................................................. 24, 60, 120

ハーモニックコンテント.............................................................. 152

パターンエフェクト ........................................................................ 71

パターンクオンタイズ ................................................................. 145

パターンジョブ................................................................................ 81

パターンチェイン ................................................. 13, 32, 37, 101

パターンチェインジョブ.............................................................. 107

パターンチェインモード...................................................... 32, 101

パターンモード........................................................................ 32, 45

バックデリート..................................................................... 57, 118

パッチ ............................................................................................... 28

パッドベロシティ ..............................48, 53, 55, 57, 113, 117

パラメーター...................................................... 75, 97, 126, 140

バリエーション........................................................................ 23, 39

バリエーションエディット.................................................. 72, 124

バリエーションコネクション......................................................... 72

バリエーションセンド ......................................................... 67, 122

バリエーションタイプ ......................................................... 72, 124

バリエーションパン .................................................. 73, 124, 158

バリエーションリターン.............................................................. 158

パン ........................................................................................ 66, 122

バンクセレクト.................................................................. 152, 159

バンクナンバー.................................................................. 152, 173

パンチアウトポイント ................................................................. 116

パンチインポイント ..................................................................... 116

パンチレコーディング ...................................................... 115, 116

パンポット..................................................................................... 152

ビート .................................................................................... 97, 140

ビートグラフ......................................................................... 55, 117

ビートストレッチ ................................................................. 61, 120

ピッチコース................................................................................. 161

ピッチファイン............................................................................. 161

ピッチベンド........................54, 69, 86, 117, 123, 133, 151

ピッチモジュレーションデプス.......................................... 69, 123

ビブラートディレイ ..................................................................... 155

ソングモード ......................................................................... 33, 111

ソングレコーディング ................................................................. 114

ノーマルボイス................................................................................ 37

ノブ ................................................................................................... 13

ノンレジスタードパラメーターナンバー .................................. 153
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ビブラートデプス ......................................................................... 159

ビブラートレイト ......................................................................... 155

ビューフィルター ......................................................... 97, 98, 140

拍子 ....................................................... 50, 103, 109, 114, 136

ファイルタイプ ..................................................................... 77, 126

ファンクションボタン .................................................................... 12

フィードバック ..................................................................... 63, 121

フィードバッククロック...................................................... 64, 121

フィードバックゲートタイム .............................................. 64, 121

フィードバックノート ......................................................... 63, 121

フィードバックベロシティ.................................................. 63, 121

フィルター ..................................................................... 37, 70, 123

フィルターカットオフフリケンシー ............................... 155, 159

フィルターモジュレーションデプス ....................... 69, 123, 160

フィルターレゾナンス ........................................... 155, 159, 161

フォーマット ...................................................... 76, 80, 106, 129

フォワード ........................................................................................ 13

フットスイッチ ............................................................. 16, 17, 144

プットフレーズ ................................................................................ 92

ブライトネス ................................................................................. 153

フリケンシー ................................................................. 70, 74, 125

プリプレイ ............................................................................. 79, 128

フレーズエディット ........................................................................ 96

フレーズカテゴリー ........................................................................ 50

フレーズナンバー ............................................................................ 50

フレーズネーム ................................................................................ 92

フレーズレコーディング................................................................. 52

プレイエフェクト .............................................. 60, 93, 120, 138

プログラムチェンジ .................................................. 96, 139, 152

プログラムナンバー ..................................................... 53, 66, 122

フロッピーディスク ...................................................7, 15, 20, 76

フロッピーディスク挿入口..................................................... 15, 20

ベロシティ ....................................................... 86, 133, 151, 173

ベロシティーメーター ......................................................... 49, 114

ベロシティオフセット ...................................... 59, 61, 119, 120

ベロシティセンスオフセット ...................................................... 159

ベロシティセンスデプス.............................................................. 159

ホールド ................................................................................. 65, 121

ボイスエディット ......................................................... 13, 68, 123

ボイスセットアップトゥーMIDI ................................................. 147

ボイスセットアップトゥーTG .................................................... 147

マ

マスターチューン .............................................................. 144, 157

マルチ .................................................................................... 37, 115

ミックストラック ......................................................................... 137

ミックスフレーズ ............................................................................ 90

ミュート....................................................................14, 25, 49, 51

メジャー............................................................................ 49, 51, 97

メモリー使用量................................................................................ 43

メモリープロテクト ..................................................................... 145

モードボタン.................................................................................... 13

モジュレーションホイール.......................................................... 152

モディファイゲートタイム.................................................. 84, 132

モディファイコントロールデータ ...................................... 89, 136

モディファイベロシティ...................................................... 84, 132

モノ ..................................................................................... 153, 159

ヤ

ユーザースタイル ............................................................................ 40

ユーズランプ ............................................................................ 15, 76

ユーティリティモード ......................................... 13, 32, 33, 143

ユニゾン................................................................................. 61, 120

ラ

リアルタイムレコーディング...................................... 52, 54, 116

リセットオールコントローラー.................................................. 153

リネーム...................................................................... 79, 105, 128

リバーブ............................................................................................ 39

リバーブエディット ............................................................. 73, 125

リバーブセンド............................................... 67, 122, 159, 161

リバーブタイプ.......................................................... 72, 124, 157

ボイスバンク.................................................................................... 38

ポインター.......................................................... 55, 97, 117, 140

ポリ ..................................................................................... 153, 159

ポリフォニックアフタータッチ.................................................. 154

ボリューム.......................................................... 12, 66, 122, 152

ポルタメント.............................................................. 69, 123, 152

ポルタメントコントロール.......................................................... 153

ポルタメントタイム .................................................. 69, 123, 152
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リバーブパン .............................................................. 73, 125, 157

リバーブリターン ......................................................................... 157

リピートタイム ..................................................................... 63, 120

リプレース ............................................................................. 54, 116

リリースタイム .......................................................... 69, 123, 153

リワインド ........................................................................................ 13

ループオン/オフ .............................................................................. 53

レイト ................................................................. 84, 89, 132, 136

レコーディングカウント.............................................................. 145

レコーディングスタンバイ.......................................... 52, 53, 115

レコーディングタイプ ......................................................... 53, 115

レコードイベントタイプ...................................................... 55, 117

レシーブノートオフ ..................................................................... 161

レジスタードパラメーターナンバー ............................... 153, 154

レゾナンス ............................................................................. 70, 123

レングス ............................................................................ 49, 51, 53

ロード ......................................................................... 78, 105, 128

ローブースト ................................................................. 24, 74, 125

ロケーション ......................................................................... 97, 140
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2-BAND EQ ............................................................................ 39, 72

2DD .......................................................................................... 15, 76

2HD .......................................................................................... 15, 76

3-BAND EQ ............................................................................ 39, 72

A

All(オール)............................................................................. 77, 126

AMP SIM ................................................................................. 39, 72

AMP.DEPTH
(アンプリチュートモジュレーションデプス) ............. 69, 123

Append Pattern(アペンドパターン) .......................................... 94

Append Phrase(アペンドフレーズ) ........................................... 91

ARPEGGIO(アルペジオ) ................... 13, 14, 27, 38, 65, 121

ATTACK(アタックタイム) ................................................. 69, 123

AUTO PAN ............................................................................. 39, 72

AUTO WAH ............................................................................ 39, 72

B

BASEMENT ........................................................................... 39, 72

BEAT STRETCH(ビートストレッチ) .............................. 61, 120

BkDelete(バックデリート) ................................................ 57, 118

BPM(テンポ) ...... 12, 48, 51, 53, 57, 113, 116, 119, 156

C

CAT(チャンネルアフタータッチ) ................................... 147, 154

CC(コントロールチェンジ)......................................................... 152

CELESTE ................................................................................ 39, 72

Chain Name(チェインネーム) ....................................... 103, 110

Chord Separate(コードセパレート) ............................... 87, 134

Chord Sort(コードソート)................................................. 86, 133

CHORUS(コーラス) ........................................ 67, 72, 122, 124

Clear(クリア) ............................................................................... 103

Clear All(クリアオール)...................................................... 98, 140

Clear Chain(クリアチェイン) .................................................. 110,

Clear Pattern(クリアパターン)................................................... 95

Clear Phrase(クリアフレーズ) ................................................... 92

Clear Song(クリアソング) ........................................................ 139

Clear Track(クリアトラック)............................................ 93, 138

CLICK BEAT(クリックビート) ................................................. 145

CLICK MODE(クリックモード) ................................................ 145

CLOCK SHIFT(クロックシフト) ................... 59, 61, 119, 120

CONTRAST(コントラスト) .................................................. 16, 18

Convert to Song(コンバートトゥーソング) .......................... 109

Copy Chain(コピーチェイン).................................................... 109

Copy Event(コピーイベント) ........................................... 87, 108

Copy Pattern(コピーパターン) ................................................... 94

Copy Phrase(コピーフレーズ) .................................................... 90

Copy Song(コピーソング) ........................................................ 138

Copy Track(コピートラック) ............................................ 92, 137

Create Continuous Data
(クリエートコンティニュアスデータ)......................... 88, 135

Create Measure(クリエートメジャー) ....................... 108, 136

Create Roll(クリエートロール) ........................................ 86, 133

Crescendo(クレッシェンド) ............................................. 85, 132

CROSSDELAY ...................................................................... 39, 72

CURSOR(カーソル) ....................................................................... 13

CUTOFF(カットオフ) ................................................. 22, 70, 123

D

DC IN端子 ........................................................................................ 15

DECAY(ディケイタイム)......................................... 69, 123, 159

DELAY ..................................................................................... 39, 72

DELAY LEVEL(ディレイレベル) ...................................... 63, 120

DELAY TIME(ディレイタイム) ......................................... 63, 120

Delete(デリート)...................................... 56, 80, 97, 106, 129

Delete Measure(デリートメジャー)............................ 109, 137

DISK(ディスク) ............................................................................... 13

DISPLAY(ディスプレイ) ............................................................... 13

DISTORTION ......................................................................... 39, 72

Divide Drum Track(ディバイドドラムトラック) .......... 94, 138

Dry/Wet(ドライ/ウエット) ............................................... 72, 124

E

ECHO ....................................................................................... 39, 72

ECHO BACK(エコーバック) ..................................................... 146

EDIT(エディット) ........................................................................... 13
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F

FB CLOCK(フィードバッククロック) .............................. 64, 121

FB GATE TIME(フィードバックゲートタイム).............. 64, 121

FB NOTE(フィードバックノート) .................................... 63, 121

FB VELOCITY(フィードバックベロシティ) ................... 63, 121

FILTER DEPTH
(フィルターモジュレーションデプス).............. 69, 123, 160

FLANGER ............................................................................... 39, 72

FOOT SWITCH(フットスイッチ) ............................. 16, 17, 144

FOOT SW(フットスイッチ)端子 .................................................. 16

FORMAT(フォーマット) ................................. 76, 80, 106, 129

Frequency(フリケンシー) ................................................. 74, 125

G

GAIN(ゲイン) ....................................................................... 74, 125

GATE OFFSET(ゲートオフセット) ................................. 59, 119

GATE REV .............................................................................. 39, 72

GATE TIME(ゲートタイム) ......... 56, 57, 61, 118, 119, 120

Get Phrase(ゲットフレーズ) ...................................................... 91

Glide(グライド) .................................................................... 85, 133

GM On(ＧＭモードオン) ............................................................ 157

GRID(グリッド) ................................................ 59, 86, 119, 133

Groove(グルーブ) ................................................................ 58, 119

H

HALL ........................................................................................ 39, 72

Harmonize(ハーモナイズ) ......................................... 24, 60, 120

HOLD(ホールド) .................................................................. 65, 121

I

Information(インフォメーション) ......................... 80, 106, 129

Insert(インサート) .............................................................. 97, 140

J

JOB(ジョブ) .................................................................................... 13

JUMP(ジャンプロケーション) .......................................... 48, 113

K

KARAOKE............................................................................... 39, 72

KNOB(ノブ) .................................................................................... 13

EDIT VIEW(エディットビュー) ................................................. 145

EFFECT(エフェクト) ..................................................................... 13

ENTER ............................................................................................. 13

ER ............................................................................................ 39, 72

Erase Event(イレースイベント) ........................... 88, 108, 134

Event Chase(イベントチェイス) ............................................. 145

EVENT TYPE(レコードイベントタイプ) ........................ 55, 117

Exc(システムエクスクルーシブ)................................................ 156

Exchange Phrase(エクスチェンジフレーズ) ........................... 90

Exchange Track(エクスチェンジトラック)................... 93, 137

Extract Event(エクストラクトイベント) ....................... 88, 135

L

LCDモード .................................................................................... 145

LEDディスプレイ......................................................................... 145

LENGTH(レングス)........................................................ 49, 51, 53

LFOレイト ............................................................................ 69, 123

LOAD(ロード) ........................................................... 78, 105, 128

LOOP ON/OFF(ループオン/オフ) .............................................. 53

Low Boost(ローブースト) ......................................... 24, 74, 125

M

MASTER TUNE(マスターチューン) ........................................ 144

MEAS(メジャー)..................................................................... 49, 51

MEMORY PROTECT(メモリープロテクト) .......................... 145

MIDI ..................................................................................................... 7

MIDI IN/OUTランプ ...................................................................... 12

MIDI OUTチャンネル.......................................................... 75, 126

MIDIイベント ................................................................................ 151

MIDIコントロール ........................................................................ 146

MIDIシンク .................................................................................... 146

MIDIセットアップ ........................................................................ 146

MIDI端子 .......................................................................................... 16

MIDIチャンネル ............................................................................ 150

MIDIディレイ ................................................................ 13, 62, 120

MIDIフィルター ............................................................................ 147

Mix Phrase(ミックスフレーズ) ................................................... 90

Mix Track(ミックストラック) ................................................... 137
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P

PAD VELO(パッドベロシティ) ......48, 53, 55, 57, 113, 117

PAT(ポリフォニックアフタータッチ)....................................... 154

PATCH(パッチ) .............................................................................. 28

PATT CHAIN(パターンチェイン) ................................ 13, 32, 41

PATTERN(パターン) ..................................................... 13, 32, 41

PATTERN QUANTIZE(パターンクオンタイズ) .................... 145

PB(ピッチベンド) ................................................................ 56, 151

PC(プログラムチェンジ)............................................................. 152

PHASER ................................................................................. 39, 72

PHRASE CAT.(フレーズカテゴリー) ......................................... 50

Phrase Name(フレーズネーム) .................................................. 92

PITCH DEPTH(ピッチモジュレーションデプス) ........... 69, 123

PLATE ..................................................................................... 39, 72

PLAY(プレイ) ................................................................................. 12

PLAY FX(プレイエフェクト) ............................................ 60, 120

Q

Quantize(クオンタイズ) .................................................... 82, 131

R

REC(レコード) ................................................................ 12, 38, 41

REC COUNT(レコーディングカウント) .................................. 145

REC TYPE(レコーディングタイプ).................................. 53, 115

RELEASE(EGリリースタイム) ......................................... 69, 123

RENAME(リネーム) ................................................. 79, 105, 128

REPEAT TIMES(リピートタイム) ................................... 63, 120

REPL(リプレース) ............................................................... 53, 115

RESONANCE(レゾナンス) ............................................... 70, 123

Rest(レスト) ........................................................................ 56, 118

REVERB(リバーブ) .......................................... 67, 72, 122, 124

REVRS GATE ........................................................................ 39, 72

RevSnd(リバーブセンド) ........................................................... 159

ROOM ...................................................................................... 39, 72

ROTARY Sp. .......................................................................... 39, 72

RPN(レジスタードパラメーターナンバー) ................... 153, 154

S

SAVE(セーブ) ........................................................... 78, 105, 127

SetAll(セットオール) .......................................................... 84, 132

SETUP(セットアップ)................................................................... 13

SFX ................................................................................................... 38

SHIFT(シフト) ................................................................................ 13

Shift Clock(シフトクロック) ............................................ 87, 134

SMF(スタンダードMIDIファイル) .......................... 77, 126, 171

SOLO(ソロ) .......................................................... 14, 25, 49, 114

SONG(ソング) ................................................................ 13, 32, 41

Song Name(ソングネーム) ............................................ 113, 139

SPLIT(スプリット) ......................................................................... 13

Split Pattern(スプリットパターン) ............................................ 95

Split Phrase(スプリットフレーズ) ............................................. 91

STAGE ..................................................................................... 39, 72

N

Normalize Play Effect
(ノーマライズプレイエフェクト) ................................ 93, 138

NOTE(ノート) ................................................................... 151, 155

NOTE SHIFT(ノートシフト) ............................................. 51, 159

NRPN(ノンレジスタードパラメーターナンバー) ................... 155

O

OCT DOWN(オクターブボタン) .................................. 14, 18, 49

OCT UP(オクターブボタン) ......................................... 14, 18, 49

OCTAVER(オクターバー) .................................................. 61, 120

OutChannel(アウトチャンネル) ....................................... 74, 125

OUTPUT端子.................................................................................. 16

OVER(オーバーダブ) .......................................................... 53, 115

OVERDRIVE ........................................................................... 39, 72

Modify Control Data
(モディファイコントロールデータ) ............................ 89, 136

Modify Gate Time(モディファイゲートタイム)............ 84, 132

Modify Velocity(モディファイベロシティ) .................... 84, 132

MTCスタートオフセット ............................................................ 146

MULTI(マルチ)............................................................................. 115

MUTE(ミュート) ..................................................................... 14, 25

PNCH(パンチ) .................................................................. 115, 116

POINTER(ポインター) .................................... 55, 97, 117, 140

Preplay(プリプレイ) ........................................................... 79, 128

Put Phrase(プットフレーズ)....................................................... 92
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U

Undo/Redo(アンドゥ/リドゥ)....................... 44, 82, 108, 131

UNISON(ユニゾン) ............................................................. 61, 120

UTILITY(ユーティリティ) .......................................... 13, 33, 143

V

VARIATION(バリエーション) ........................ 67, 72, 122, 124

VELO OFFSET(ベロシティオフセット) ....... 59, 61, 119, 120

VOICE(ボイス) ................................................................................ 13

VOICE EDIT(ボイスエディット) ............................... 13, 68, 123

VOICE SETUP TO MIDI(ボイスセットアップトゥーMIDI) . 147

VOICE SETUP TO TG(ボイスセットアップトゥーTG) ....... 147

VOLUME(ボリューム) ................................................................... 12

W

WHITEROOM ......................................................................... 39, 72

X

XG On(XGシステムオン) ........................................................... 157

XGパラメーター........................................................................... 156

T

TEMPLATE(テンプレート) ............................................... 75, 126

TGパラメーターアウト ............................................................... 147

TGビューアイコン ............................................................... 97, 140

TGヘッダー ........................................................................... 77, 126

Thin Out(シンアウト) ......................................................... 89, 135

THRU ....................................................................................... 39, 72

Tie(タイ) ............................................................................... 56, 118

TIME SIG(拍子) ........................................................................... 103

Time Stretch(タイムストレッチ) .................................... 90, 136

TO TG ................................................................................... 75, 126

TO TGチャンネル ................................................................ 75, 126

Transpose(トランスポーズ) ..................................... 14, 85, 133

TREMOLO .............................................................................. 39, 72

TUNNEL .................................................................................. 39, 72

STANDBY/ON(スタンバイ/オン) .............................................. 15

STEP(ステップ)................................................................... 53, 115

STYLE(スタイル) ........................................................................... 48

Style Name(スタイルネーム) ...................................................... 48

SYMPHONIC ......................................................................... 39, 72

SYSTEM(システム) ....................................................................... 72

6. アルファベット順索引



184

ユーザーサポートサービスのご案内/保証とアフターサービス

ユーザーサポートサービスのご案内

ヤマハデジタル商品は、常に新技術/高機能を搭載し技術革新を進める一方、お使いになる方々の負担とわずらわしさを軽減できるような商
品づくりを進めております。また取扱説明書の記載内容も、よりわかりやすく使いやすいものにするため、研究/改善いたしております。
しかし、一部高機能デジタル商品では、取扱説明書だけでは説明しきれないほどのいろいろな知識や経験を必要としてしまうものがありま
す。
実際の操作に関して、基本項目は取扱説明書に解説いたしておりますが、「記載内容が理解できない」、「手順通りに動作しない」、「記載が見
つからない」といったさまざまな問題が起こる場合があります。
そのようなお客様への一助となるよう、弊社ではデジタルインフォメーションセンターを開設いたしております。
お気軽にご利用いただきますようご案内申し上げます。

お問い合わせの際には、「製品名」、「製造番号」、「ご住所」、「お名前」、「電話番号」をお知らせください。

ヤマハデジタルインフォメーションセンター

T  E  L 053 - 460 - 1666
受 付 日 月曜日～金曜日（祝日およびセンターの休業日を除く）
受付時間 10：00～12：00／13：00～17：00

保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近く
のヤマハ電気音響製品サービス拠点にご連絡ください。

● 保証書
本機には保証書がついています。
保証書は販売店がお渡ししますので、必ず「販売店印・お買い上げ
日」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

● 保証期間
お買い上げ日から1年間です。

● 保証期間中の修理
保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧
ください。

● 保証期間経過後の修理
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させてい
ただきます。
下記の部品については、使用時間により劣化しやすいため、消耗に
応じて部品の交換が必要となります。消耗部品の交換は、お買い上
げ店またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。

消耗部品の例
ボリュームコントロール、スイッチ、ランプ、リレー類、接続端
子、鍵盤機構部品、鍵盤接点、フロッピーディスクドライブなど

● 補修用性能部品の最低保有期間
製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造打
切後8年です。

● 持込み修理のお願い
まず本書の「故障かな？と思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度
お調べください。
それでも異常があるときは、お買い上げの販売店、または最寄りの
ヤマハ電気音響製品サービス拠点へ本機をご持参ください。

● 製品の状態は詳しく
修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとあわせて、
故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。
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保証とアフターサービス

■ ヤマハ電気音響製品サービス拠点（修理受付および修理品お持込み窓口）
北海道サービスセンター 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50　ヤマハセンター内 TEL（011）512-6108
仙台サービスセンター 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-7　仙台卸商共同配送センター3F TEL（022）236-0249
首都圏サービスセンター 〒211-0025 川崎市中原区木月1184 TEL（044）434-3100
東京サービスステーション* 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL（03）5488-6625
（*お持込み修理のみお取扱い）

浜松サービスセンター 〒435-0048 浜松市上西町911　ヤマハ(株)宮竹工場内 TEL（053）465-6711
名古屋サービスセンター 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2-1-2　ヤマハ(株)名古屋流通センター3F TEL（052）652-2230
大阪サービスセンター 〒565-0803 吹田市新芦屋下1-16　ヤマハ(株)千里丘センター内 TEL（06）877-5262
四国サービスステーション 〒760-0029 高松市丸亀町8-7　(株)ヤマハミュージック神戸　高松店内 TEL（087）822-3045
広島サービスセンター 〒731-0113 広島市安佐南区西原6-14-14 TEL（082）874-3787
九州サービスセンター 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL（092）472-2134

［本社］
カスタマーサービス部 〒435-0048 浜松市上西町911　ヤマハ(株)宮竹工場内 TEL（053）465-1158

■ デジタル楽器に関するお問い合わせ窓口
EM北海道営業所 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50　ヤマハセンター内 TEL（011）512-6113
EM仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10 TEL（022）222-6147
EM東京事業所 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL（03）5488-5476
EM関東営業所 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL（03）5488-5447
EM名古屋営業所 〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28 TEL（052）201-5199
EM大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9　心斎橋プラザビル東館 TEL（06）252-5231
EM広島営業所 〒730-8628 広島市中区紙屋町1-1-18　ヤマハビル TEL（082）244-3749
EM九州営業所 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL（092）472-2130

電子楽器事業部
営業部 〒430-8650 浜松市中沢町10-1 TEL（053）460-2432

●所在地・電話番号などは変更されることがあります。

ホームページ http://www.yamaha.co.jp/
ニフティサーブ 「GO FMIDIVA」コマンドでFMIDIVAに入ると、ヤマハデジタル楽器および

DTM製品のフォーラムがございます。

電子会議 #16 ヤマハSynth & CBX情報ボード
#17 ヤマハSynth & CBXユーザーズカフェ
#18 ヤマハSynth & CBX相談室

データライブラリー #8 ヤマハ／デジタルCBX
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