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■ご注意
●このアプリケーションおよびマニュアルの著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。

●このアプリケーションおよびマニュアルの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。

●市販の音楽データは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無
断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなど
のご配慮をお願いします。

●このアプリケーションおよびマニュアルを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いか
ねますのでご了承ください。

●本ソフトウェアは、改良のため予告なしにバージョンアップすることがあります。
最新ソフトウェアは、下記URLからダウンロードできます。
http://www.yamaha.co.jp/product/syndtm/dl/

●このマニュアル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のでご了承ください。

●このマニュアルに掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

●｢ MIDI ｣は社団法人音楽電子事業協会 (AMEI)の登録商標です。

このマニュアルは、お客様が Windows の基本的な操作方法について十分おわかりいただいているこ
とを前提に書かれています。Windows の操作方法については、Windowsに付属のマニュアルをご参
照ください。
mLAN Graphic Patchbayを使用するために必要なコンピュータ環境、機器の接続、mLAN Graphic
Patchbayのインストールについては、別冊の「インストールガイド」およびご使用の mLAN機器に
付属の取扱説明書をご参照ください。

http://www.yamaha.co.jp/product/syndtm/dl/


 

｢ mLAN Graphic Patchbay ｣は、コンピューターの画面上で、mLAN ネットワーク上にあ
る複数の mLAN 機器の仮想的なオーディオ /MIDI 端子の接続 /切断や、各mLAN 機器の
同期などの設定を統合管理するアプリケーションソフトウェアです。

本マニュアルでは、コンピューター上でオーディオ /MIDI/ ワードクロックなどを設定する
ことを「mLAN 接続する」と呼びます。

mLANシステムの構成をグラフィック表示することにより、mLANネットワーク内のmLAN
機器の接続状況が一目でわかります。また、実際のケーブル配線をするような直感的な操作
により、オーディオ /MIDI の流れやワードクロックなどを簡単に設定できます。

グラフィック表示

mLAN Graphic Patchbayとは

メニューバー、ツールバー
ここからメニューを選択したり、ツールバーボタンを
押したりすることで、さまざまな機能を利用できます
(7、11ページ)。

ノード
mLANネットワーク
に接続されている、コ
ンピュターや mLAN
機器をノードと呼びま
す。
このグラフィック画像
から、ノードに関する
さまざまな情報を知る
ことができます (13
ページ )。

入力端子、出力端子
ノードのオーディオ /MIDI/ ワードクロックの仮
想的な入力 /出力端子を表示します。ノードの端
子同士を接続することにより、mLANネット
ワーク上を流れるオーディオ /MIDI 信号や、ワー
ドクロックの設定を行ないます (26ページ )。

ケーブル
mLANネットワーク上のどの
ノードが接続されているかを
表示する、仮想的なケーブル
です。
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また、mLAN ネットワーク内のmLAN接続の状況を、リスト表示することもできます。

リスト表示画面では、オーディオ、MIDI の接続状況を一覧表示したり、オーディオ /MIDI
の接続を変更したりできます。リスト表示についての詳細は、34ページをご参照ください。

リスト表示

「オーディオ出力」/「MIDI 出力」
フィールド
mLANネットワークのすべてのノード
の出力端子に関する情報を表示します。

「接続先」フィールド
左の「オーディオ/MIDI 出力端子」
フィールドのそれぞれの出力端子が、ど
の入力端子に接続されたかを表示します。

「オーディオ入力」/「MIDI 入力」フィールド
mLANネットワークのすべてのノードの入力
端子に関する情報を表示します。
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mLAN Graphic Patchbay は単独のアプリケーションソフトウェアとしてお使いいただけ
ますが、さらに、Windowsでは Open Plug-in Technology( オープンプラグインテクノロ
ジー ) 対応のソフトウェアのプラグインソフトとして使うこともできます。

Open Plug-in Technology( 以下 OPT) は、シーケンサーなどの音楽用ソフトウェアか
らMIDI機器をコントロールするための新しいソフトウェアプラグインフォーマットです。
たとえば、シンセサイザ－、プラグインボードの音色エディターや、ミキサーをコントロー
ルするエディターなどを、別々に起動させるのではなく、OPT に対応したアプリケーショ
ンの中で動作させることができます。アプリケーションごとに MIDI ドライバーの設定な
どをする必要がなくなり、音楽制作をより快適でシームレスに行なう環境を実現します。

■ホストアプリケーションのOPT対応レベル
OPT対応のホストアプリケーションは、以下の 3つのレベルに分けられます。

■mLAN Graphic Patchbay動作表
mLAN Graphic Patchbay は、以下のように動作します。

mLAN Graphic Patchbay は、PANELS ( レベル 1)、PROCESSORS( レベル 2)、VIEWS
( レベル 3)のホストアプリケーションですべての機能が動作します。

ホストアプリケーション側に対応する機能がない場合は、期待どおりに動作しない場合
があります。対応レベルは、OPT のロゴで確認できます ( ホストアプリケーションのバー
ジョン情報などに表示されます )。

mLAN Graphic Patchbayをプラグ
インとして使う

レベル 1(PANELS) のホストアプリケーションでは、プラグインソフトウェアの
基本的な機能をサポートしており、代表的な例としては、コンピューター上でプラ
グインソフト (エディターなど )のパネルを使って音色エディットができます。
レベル 2(PROCESSORS)のホストアプリケーションでは、プラグインソフト
ウェアから MIDI データを受信するなど、レベル 1よりも一歩進んだエディットが
できます。プラグインソフトウェアの多くの機能をサポートしていますが、一部対
応していない機能 (イベント挿入など )があります。
レベル 3(VIEWS)のホストアプリケーションでは、プラグインソフトウェアが持っ
ているすべての機能が動作します。ヤマハのシーケンスソフトSOL/SOL2や
SQ01 はOPTレベル 3(VIEWS) に対応しています。

ホストアプリケーション対応レベル
mLAN Graphic Patchbay の動作

動作可否 機能制限の内容

VIEWS(レベル 3) 動作する なし

PROCESSORS(レベル 2) 動作する なし

PANELS(レベル1) 動作する なし

NOTE
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1. コンピューターやmLAN機器を IEEE1394(mLAN) ケーブルで接続します。

2. mLAN Graphic Patchbay を起動します (6ページ )。

3. mLANネットワーク上のワードクロックを設定します (26 ページ)。

4. mLANネットワーク上のオーディオ /MIDI 信号の流れを設定します (26ページ )。

5. お使いの DAW( デジタルオーディオワークステーション )/ オーディオシーケンサーや
mLAN機器の取扱説明書に従って、オーディオ /MIDIの入出力の設定を行ないます。

これ以降の操作については、各ソフトウェアや接続機器の取扱説明書をご参照ください。

■こんなときは
･ サンプリング周波数 (サンプルレート ) を変更したい.....................................20 ページ
･ mLANの送信オーディオチャンネルを設定したい................................ 21、23ページ
･ mLAN機器 ( ノード) や端子のニックネームを変更したい............................22 ページ
･ mLAN Driver Setupを設定したい ..................................................................21 ページ
･ レイテンシーを設定したい

...................................................インストールガイド「インストール後の設定変更」参照
･ mLANによる通信ができない.............................................................................41 ページ

操作の流れ

■コンピューターに複数の IEEE1394 インターフェースカードを取り付けてい
る場合

mLAN Graphic Patchbay では、複数のIEEE1394 インターフェースカードにmLAN
機器を接続して同時に動作させることはできません。mLAN Graphic Patchbay を起動
する前に、「mLAN Driver Setup」(21ページ ) で使用する IEEE1394 インターフェー
スカードを選択します。
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mLAN Graphic Patchbay のインストールを行なったあと、以下の操作でmLAN Graphic
Patchbay を起動します。

1. mLANドライバーを無効（オフ）にしている ( )場合は、ドライバーアイコンを右ク
リックして「ON」を選択します。

2.「Graphic Patchbay」を選択します。

タスクバーにドライバーアイコンが表示されない場合は、[ スタート ] ボタンをクリック
して [ プログラム ] → [mLAN Tools] → [mLAN Manager] を選択します。タスクバーにド
ライバーアイコンが追加されます。

OPT(4 ページ ) 対応のプラグインソフトとして使う場合の起動方法は、ホストアプリケー
ションの取扱説明書をご参照ください。

mLAN Graphic Patchbayの起動

NOTE
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メニューバーの各メニューをクリックするとプルダウンメニューが表示され、その中から必
要な機能やコマンドを選択できます。選択できない機能はグレー表示されます。

[ ファイル ]
mLAN Graphic Patchbay の現在の設定を、ファイルまたはテンプレートファイルに保存
したり、必要なときに呼び出したりできます。ファイルまたはテンプレートファイルについ
ての詳細は、33 ページをご参照ください。

■[ 新規作成 ]
mLAN 接続の設定を初期状態に戻し、mLAN Graphic Patchbay に表示されている情報
を最新に更新します。新たなmLAN ネットワークを組む場合などに使います。

■[ 開く ]
mLAN Graphic Patchbay のファイル (*.ymp) を開き、保存したmLAN 接続設定を呼
び出します。

■[ 上書き保存 ]
mLAN Graphic Patchbay のファイル (*.ymp) を上書き保存します。

■[ 名前を付けて保存 ]
現在の mLAN 接続設定を、ファイルに名前を付けて保存します。既存のファイルを別名
で保存することもできます。

■[ テンプレートファイルを開く ]
mLAN Graphic Patchbay のテンプレートファイル (*.ymt) を開きます。

■[ テンプレート保存 ]
テンプレートファイルに名前を付けて保存します。既存のテンプレートファイルを別名で
保存することもできます。

メニューバー
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■[ アプリケーションを終了 ]

アプリケーションを終了します。ホストアプリケーションのプラグインとしてお使いのと
きは、この設定はありません。

[ 表示 ]

■[ グラフィック ]
現在のmLAN 接続をグラフィック表示します (2ページ )。

■[ リスト ]
現在のmLAN 接続をリスト表示します (3ページ )。

■[ 最新情報に更新 ]
mLAN ネットワークに接続されたmLAN機器 ( ノード ) の情報を更新します。

■[ 接続先一覧 ]
仮想的なオーディオ /MIDI の入出力端子の接続状況を一覧表示します。

■[ ノード情報 ](グラフィック表示の場合のみ )
選択されているノード ( 黒枠で囲まれたノード ) の情報を表示します。ノードについての
さまざまな設定を変更できます (19ページ )。

■[ リソース情報 ]
現在の IEEE1394BUS の使用帯域幅を、円グラフおよびリスト表示します。オーディオ
を追加する場合などに、帯域に余裕があるか確認してください。
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mLAN 接続を切っても、帯域不足でエラーが起こることがあります。最新の情報に更新
してから、使用帯域幅を確認してください。

[ コネクション ]
このメニューでは、ノードの仮想的なオーディオ /MIDI/ ワードクロックの入出力端子同士
を接続し、mLANネットワーク内のオーディオ /MIDI の結線や同期などのmLAN 接続を設
定します (26 ページ)。

■[ オーディオ ]
オーディオ接続画面を表示します。ノード間のオーディオ入出力端子の接続を変更しま
す。

■[MIDI]
MIDI 接続画面を表示します。ノード間のMIDI 入出力端子の接続を変更します。

■[ ワードクロック ](グラフィック表示の場合のみ )
ワードクロック設定画面を表示します。ノード間のワードクロック入出力端子の接続を変
更します。

■[1 マスター ](グラフィック表示の場合のみ )
選択されたノード(黒枠で囲まれたノード)をワードクロックマスターに、そのほかのノー
ドをスレーブに設定します。各ノード間のワードクロック端子は自動的に接続されます
(26 ページ )。通常は、この機能で mLAN ネットワーク上のワードクロックマスターを
1 つ決めて使用することをおすすめします。

NOTE
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■[ 入力端子 ]/ [出力端子 ] (グラフィック表示の場合のみ )
選択されたノード ( 黒枠で囲まれたノード ) の入力端子ウィンドウ、出力端子ウィンドウ
を表示します。

■[ ルート ]
現在選択しているノードをルートに設定します。詳しくは、15ページをご参照ください。

[ ヘルプ ]

■[ マニュアル ]
本 PDFマニュアルを表示します。

■[ バージョン情報 ]
mLAN Graphic Patchbay のバージョン情報を表示します。

ノードの端子番号を表示します。
ここをクリックすると、端子情
報ウィンドウが表示されます。
ノードがコンピューターの場合、
端子番号はDAWで設定する
オーディオチャンネル/MIDI
ポートの番号(mLAN ドライ
バーの番号)と一致しています。

この入力端子 (または出力端子 )は、
ほかのノードの出力端子 (または入
力端子 )に接続されています。

この入力端子 (または出力端子 )が
選択されています。

この入力端子 (または出力端子 )は
未接続です。
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ツールバーの各アイコンをクリックすると、メニューバーと同様の機能やコマンドを選択で
きます。選択できないアイコンはグレー表示されます。 

A「新規作成」

mLAN 接続の設定を初期状態に戻し、mLAN Graphic Patchbay に表示されている情報
を最新に更新します。新たなmLAN ネットワークを組む場合などに使います。

メニューバーの [ ファイル ] → [新規作成 ] と同じ機能です。 

B「開く」

mLAN Graphic Patchbay のファイル (*.ymp) を開き、保存したmLAN 接続を呼び出
します (33 ページ )。

メニューバーの [ ファイル ] → [開く ] と同じ機能です。 

C「保存」

現在の mLAN 接続設定を、ファイルに名前を付けて保存します。既存のファイルを別名
で保存することもできます (33 ページ )。

メニューバーの [ ファイル ] → [名前を付けて保存 ] と同じ機能です。 

D「テンプレートファイルを開く」
mLAN Graphic Patchbay のテンプレートファイル (*.ymt) を開きます (33ページ )。

メニューバーの [ ファイル ] → [ テンプレートファイルを開く ] と同じ機能です。 

E「テンプレート保存」

テンプレートファイルに名前を付けて保存します。既存のテンプレートファイルを別名で
保存することもできます (33 ページ )。メニューバーの[ ファイル] → [ テンプレート保
存 ] と同じ機能です。 

F「オーディオ」

オーディオ接続画面を表示します。ノード間のオーディオ入出力端子の接続を変更します
(26 ページ )。

メニューバーの [ コネクション ] → [オーディオ ] と同じ機能です。 

G「MIDI」

MIDI接続画面を表示します。ノード間のMIDI入出力端子の接続を変更します(26ページ)。

メニューバーの [ コネクション ] → [MIDI] と同じ機能です。

ツールバー

1 23 45 6 7 8 KL9J NM O PQ R
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H「ワードクロック」( グラフィック表示の場合のみ )

ワードクロック設定画面を表示します。ノード間のワードクロック入出力端子の接続を変
更します (26 ページ )。
メニューバーの [ コネクション ] → [ワードクロック ] と同じ機能です。 

I「表示モード切替え」

現在のmLAN 接続のグラフィック表示 /リスト表示を切り替えます。 

J「1マスター」(グラフィック表示の場合のみ )

選択されたノード(黒枠で囲まれたノード)をワードクロックマスターに、そのほかのノー
ドをスレーブに設定します。各ノード間のワードクロック端子は自動的に接続されます
(26 ページ )。通常は、この機能で mLAN ネットワーク上のワードクロックマスターを
1 つ決めて使用することをおすすめします。

メニューバーの [ コネクション ] → [1マスター ]と同じ機能です。 

K「入力端子」( グラフィック表示の場合のみ )

選択されたノード ( 黒枠で囲まれたノード ) の入力端子ウィンドウを表示します。

メニューバーの [ コネクション ] → [入力端子 ] と同じ機能です。 

L「出力端子」( グラフィック表示の場合のみ )

選択されたノード ( 黒枠で囲まれたノード ) の出力端子ウィンドウを表示します。

メニューバーの [ コネクション ] → [出力端子 ] と同じ機能です。 

M [ ルート ]
現在選択しているノードをルートに設定します (15ページ )。

メニューバーの [ コネクション ] → [ルート ] と同じ機能です。 

N「ノード情報」( グラフィック表示の場合のみ )

選択されているノード ( 黒枠で囲まれたノード ) の情報を表示します。ノードについての
さまざまな設定を変更できます (19ページ )。

メニューバーの [ 表示 ] → [ ノード情報 ] と同じ機能です。 

O「接続先一覧」

仮想的なオーディオ /MIDI の入出力端子の接続状況を一覧表示します。

メニューバーの [ 表示 ] → [ 接続先一覧 ] と同じ機能です。 

P「最新情報に更新」

mLAN ネットワークに接続されたmLAN機器 ( ノード ) の情報を更新します。

メニューバーの [ 表示 ] → [ 最新情報に更新 ] と同じ機能です。 

Q「マニュアル」

本PDFマニュアルを表示します。メニューバーの[ヘルプ]→[マニュアル]と同じ機能です。 

Rファイル名表示
使用しているファイル名 (*.ymp) を表示します。マウスクリックすると、「ファイルを開
く」ダイアログが表示されます。メニューバーの[ ファイル ] → [開く] と同じ機能です。
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「mLAN」では、mLAN ネットワークに接続されたコンピューターや mLAN 機器のことを
「ノード」と呼びます。

mLAN Graphic Patchbay では、ノードの入出力端子数やノード名、現在動作しているサ
ンプリング周波数など、ノードに関するさまざまな情報をノードのグラフィックから一目で
知ることができます。 

A「ノード」アイコン

ノードアイコンをクリックすると、そのノードの詳細な設定の表示や、変更ができます (19
ページ )。オーディオ/ワードクロック設定画面のときは「ノード情報 ( オーディオ )」が、
MIDI 設定画面のときは「ノード情報 (MIDI)」が表示されます。メニューバーとツールバー
の [ ノード情報 ] と同じ機能です。 

B「Identify」ボタン

このボタンをマウスクリックすると、対応するmLAN機器本体の ACTIVE ランプがしば
らく点滅します。mLAN ネットワーク上に同じmLAN機器が複数あり、mLAN Graphic
Patchbay 上のノードと実際の機器との対応を確認したい場合などにお使いください。

mLAN機器によっては、ACTIVE ランプがない機器もあります。お使いの mLAN 機器の
取扱説明書をご確認ください。

ノード表示について
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MIDI ノード(MIDI 設定画面 )

オーディオノード (オーディオ設定画面)

ワードクロックノード
(ワードクロック設定画面 )
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Cエラー表示

送信、受信の状態を表示します。

：正常に送受信しています。
：エラーが発生しています。クリックするとエラー内容を表示します。 

D「IN」/「OUT」端子

オーディオ接続画面、MIDI 接続画面、ワードクロック接続画面で、それぞれオーディオ
入力 / 出力端子、MIDI 入力 / 出力端子、ワードクロック入力 / 出力端子を示します。各
ノードの端子同士を接続する場合はここをクリックしてください。ノードの端子と仮想的
なケーブルのプラグの接続部分を拡大した「入力 /出力端子ウィンドウ」(10ページ ) が
表示されます。

IEEE1394BUSの使用帯域がオーバーしたり、別のネッ
トワークで使用していたmLAN 機器を接続したりする
と、「OUT」端子が右のように表示され、送信ができな
くなることがあります。
その場合は、使用している送信チャンネル数を減らし
たり (39、40 ページ )、[ 最新情報に更新 ] で情報を更
新してください。 

Eニックネーム

ノードのニックネームを表示します。

mLAN Graphic Patchbay では、それぞれのノードに好きなニックネームを付けること
ができます (19 ページ )。ニックネームを入力していない場合は機種名 (19ページ ) が表
示されます。 

Fサンプリング周波数

現在動作しているサンプリング周波数 ( ワードクロック周波数 )(44.1kHz/48kHz/
88.2kHz/96kHz) を示します。 

Gマスター番号 / スレーブ番号

ワードクロックのマスター番号またはスレーブ番号を表示します。 

Hマスター /スレーブ表示
ノードがマスター動作している場合はボタンが点灯します。

スレーブ動作している場合はボタンが消灯します。

ノードがスレーブ動作時にクリックすると、ボタンが点灯しそのノードをマスター動作で
きるようになります (27 ページ )。 

Iルート表示

ルート動作している場合はボタンが点灯します。ボタンをクリックすると、そのノードを
ルート動作できるようになります。

➪
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ノードのグレー表示
以前に存在したノードが情報の更新で検出されなかった場合、そのノードはグレー表示され、
設定できなくなります。グレー表示されたノードを右クリックすると、[ 削除 ] ポップアップ
メニューが表示されます。
[ 削除 ] をクリックするとそのノードを削除できます。

ルート機能について
ルートとは、mLAN機器のネットワークの中で、データ転送の基準となるノードを指しま
す。そのため、同じネットワーク環境でも、ルートによって音質にわずかな差が生じる場
合があります。プロレコーディング環境などでは、音質を安定させるためにも常に同じノー
ドをルートにすることをおすすめします。

mLAN Graphic Patchbay のファイルにルート設定も保存されるので、ファイルを呼び
出せばルート設定も復元できます。しかし、作業中に mLAN 機器の電源を切ったり、
IEEE1394(mLAN) ケーブルを抜き差しすると、ルートのノードが変わる場合がありま
す。

その場合は、ルートに戻したいノードのルート表示ボタンを押すか、mLAN Graphic
Patchbay の設定ファイルを再度呼び出してください。

コンピューターはルートに設定できません。NOTE
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ノードの移動
マウスでのドラッグアンドドロップで、ノードの位置を移動させることができます。

1. 移動させたいノードにカーソルを合わせ、マウスボタンを押します。

2. マウスボタンを押している間、選択したノードを移動できる場所が茶色いボックスで表示
されます。

3. マウスボタンを押しながら、ノードを好きなボックスまで移動します。移動先のボックス
が反転表示します。
16



 

4. マウスボタンを離すと、ノードが移動します。

グレー表示されたノードの置き換え
グレー表示されたノード (15 ページ )と、同じ機種でまだどのノードとも接続されていない
新しいノードがある場合、その 2つを置き換えることができます。置き換え後は、グレー表
示されたノードの接続設定は新しいノードに反映されます。グレー表示されたノードは削除
されます。

mLAN 機器を買い換えたり、移動先で同じ種類の mLAN機器を接続したりした場合に、再
び接続作業をする必要がありません。

・グレー表示されたノードと新しいノードが同じ機種の場合だけ置き換えできます。

・新しいノードのすべての入出力端子が接続されていない必要があります。

1. 新しいノードにカーソルを合わせ、マウスボタンを押します。

NOTE
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2. マウスボタンを押している間、置き換え可能なグレー表示ノードが黄色い枠で囲まれま
す。

3. 置き換えたいグレー表示ノード上に新しいノードをドラッグし、マウスボタンを離しま
す。

4. グレー表示されたノードが、新しいノードに置き換わります。
18



 

ノード情報
グラフィック表示の場合、ノード ( コンピューターや mLAN 機器 ) のノードアイコン (13
ページ ) をクリックするか、ノードを選択し [ 表示] メニュー→ [ ノード情報 ] を選ぶと、そ
のノードについての詳細な情報を表示したり、変更したりできます。

オーディオ /ワードクロック接続画面ではノード情報 ( オーディオ ) ウィンドウが、MIDI 接
続画面ではノード情報 (MIDI) ウィンドウが表示されます。

■ベンダー名
ノードのメーカーを表示します。

■機種名
ノードの機種名を表示します。

■機種ニックネーム
ノードのニックネームを表示、変更します。ほかのノードと区別しやすいニックネーム
( 最大半角 32 文字以内 ) を自由に付けてください。日本語などの 2 バイト文字は使用で
きません。

ノード情報(オーディオ )ウィンドウ
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■GUID
ノードがmLAN 機器の場合、機器固有の IDを表示します。同機種のmLAN 機器であっ
ても、機器ごとに ID は異なります。

ノードがコンピューターの場合、IEEE1394 ボードの ID が表示されます。

■バージョン
ノードがコンピューターの場合、mLAN ドライバーのバージョンが表示されます。

ノードがmLAN 機器の場合、機器のファームウェアのバージョンが表示されます。

■対応サンプリング周波数
ノードが対応しているサンプリング周波数 ( ワードクロック周波数 ) を表示します。ノー
ドが対応していない周波数はグレー表示されます。

■最大接続ノード数
ノードのオーディオ入力端子に接続できる最大オーディオノード数を表示します。

詳細は、24 ページをご参照ください。

■端子名
オーディオ入出力端子を選択します。ここで選択した端子の IDとニックネームが、「端子
ID」と「端子ニックネーム」に表示されます。

コンピューターのノードのオーディオ/MIDI の「端子 ID」は、DAWで設定するオーディ
オチャンネル/MIDI ポートの番号 (mLANドライバーの番号 )と一致しています。

■サンプルレート ( サンプリング周波数 )
ワードクロックマスターとして動作しているノードの場合は、サンプリング周波数を変更
できます。

スレーブ動作しているノードの場合は、現在設定されているサンプリング周波数を表示し
ます。サンプリング周波数の変更はできません。

mLAN 機器によっては、機器本体でも、ワードクロック／サンプリング周波数を設定す
る必要があります。詳細は、お使いの機器の取扱説明書をご参照ください。

mLAN 機器によっては、外部同期などを用いなければ使用できないサンプリング周波数
があります。詳細は、お使いの機器の取扱説明書をご参照ください。

「変更できません」というエラーメッセージが表示される場合は、24 ページの「サンプ
ルレートや出力チャンネル数を変更できない場合」、および、41 ページの「トラブル
シューティング（困ったときは…）」の「mLAN の設定を変更できない」をご参照ください。

NOTE

NOTE

NOTE
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■チャンネル数
入力できる最大のオーディオチャンネル数を表示します。

出力できる最大のオーディオチャンネル数を表示、設定します。

ノードがコンピューターの場合、オーディオ入力端子数は32CHに固定されます。

n8/n12のように、出力チャンネル数を変更できないmLAN 機器もあります。

「変更できません」というエラーメッセージが表示される場合は、24 ページの「サンプ
ルレートや出力チャンネル数を変更できない場合」、および、41 ページの「トラブル
シューティング（困ったときは…）」の「mLAN の設定を変更できない」をご参照ください。

■ノードアイコンの変更
ノードアイコン (13 ページ )を変更します。

■背景色
ノードの背景色を変更します。

■OK
設定を確定し、ウィンドウを閉じます。

■キャンセル
設定をキャンセルし、ウィンドウを閉じます。

■セットアップ
ノードがコンピューターの場合、「mLAN Driver Setup」が表示されます ( インストール
ガイドの「インストール後の設定変更」をご参照ください )。

ノードが mLAN 機器の場合、「mLAN Control Panel」が表示されます ( インストール
ガイドの「mLAN Auto Connectorによる設定」をご参照ください )。

NOTE

NOTE
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■ベンダー名
ノードのメーカーを表示します。

■機種名
ノードの機種名を表示します。

■機種ニックネーム
ノードのニックネームを表示、変更します。日本語などの 2バイト文字は使用できません。

■GUID
ノードがmLAN 機器の場合、機器固有の IDを表示します。同機種のmLAN 機器であっ
ても、機器ごとに ID は異なります。

ノードがコンピューターの場合、IEEE1394 ボードの ID が表示されます。

■バージョン
ノードがコンピューターの場合、mLAN ドライバーのバージョンが表示されます。

ノードがmLAN 機器の場合、機器のファームウェアのバージョンが表示されます。

ノード情報(MIDI) ウィンドウ
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 ■最大接続ノード数
ノードのMIDI 入力端子に接続できる最大MIDI ノード数を表示します。

詳細は、24 ページをご参照ください。

■端子名
MIDI 入出力端子を選択します。ここで選択した端子の ID とニックネームが、「端子 ID」
と「端子ニックネーム」に表示されます。

コンピューターのノードのオーディオ/MIDI の「端子 ID」は、DAWで設定するオーディ
オチャンネル/MIDI ポートの番号 (mLANドライバーの番号 )と一致しています。

■ポート数
MIDI 入力端子数、MIDI 出力端子数を表示します。ここで表示された入出力端子数は、そ
のノードで入出力できる最大のMIDI ポート数になります。

■ノードアイコンの変更
ノードアイコン (13 ページ )を変更します。

■背景色
ノードの背景色を変更します。

■OK
設定を確定し、ウィンドウを閉じます。

■キャンセル
設定をキャンセルし、ウィンドウを閉じます。

■セットアップ
ノードがコンピューターの場合、「mLAN Driver Setup」が表示されます ( インストール
ガイドの「インストール後の設定変更」をご参照ください )。

ノードが mLAN 機器の場合、「mLAN Control Panel」が表示されます ( インストール
ガイドの「mLAN Auto Connector による設定」をご参照ください )。

ノードがコンピューターの場合は、S400 機器とS200 機器それぞれの接続可能ノー
ド数を表示します。

以下の例では、コンピューターの MIDI 入力端子に、S400 機器は 2 台まで、S200
機器は 1台まで接続できます。

NOTE
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サンプルレートや出力チャンネル数を変更できない場合
コンピューターのサンプルレートや出力チャンネル数を変更する場合は、mLAN ドライ
バーを使用している DAWなどを終了する必要があります。

1. お使いの DAW/オーディオシーケンサーを終了します。

2. mLAN Graphic Patchbay をホストアプリケーションのプラグインとして起動して
いる場合は、mLAN Graphic Patchbay単体で起動します (6ページ )。

3. ノード情報ウィンドウで、サンプルレートや出力チャンネル数を変更します (19 ペー
ジ )。

4. DAW/ オーディオシーケンサーを再び起動します。

最大接続ノード数について
ノード情報 ( オーディオ ) ウィンドウの「最大接続ノード数」に、そのノードのオーディ
オ入力端子に接続可能な最大オーディオノード数が表示されます。

ノード情報 (MIDI) ウィンドウの「最大接続ノード数」で、そのノードのMIDI 入力端子に
接続できる最大MIDI ノード数を表示します。

たとえば、コンピューターのノードの最大接続数が

･ ノード情報( オーディオ ) ウィンドウの「最大接続ノード数」: 4台
･ ノード情報(MIDI) ウィンドウの「最大接続ノード数」: S400: 2台、S200: 1台

のとき、

そのコンピューターのノードには、オーディオノードを S400、S200 機器合わせて 4
台まで接続できます。

MIDI ノードは、S400を 2台まで、S200 機器を1台のみ接続できます。

コンピューターのノードにはS200 機器を1台しか接続できません。NOTE
24



 

端子情報

グラフィック表示の場合、入力 /出力端子ウィンドウ (10 ページ ) の端子番号をクリックす
ると、端子情報ウィンドウが表示されます。端子情報ウィンドウでは、端子のニックネーム
や端子の接続先などの詳細な情報を表示したり、変更したりできます。

オーディオ接続画面では端子情報 ( オーディオ ) ウィンドウが、MIDI 接続画面では端子情報
(MIDI) ウィンドウが表示されます。

■ベンダー名
ノードのメーカーを表示します。

■機種ニックネーム
ノードのニックネームを表示します。

■端子ニックネーム
端子のニックネームを表示、変更します。日本語などの 2バイト文字は使用できません。

ニックネームが入力されていない場合は、端子名が表示されます。

■接続先 ( 入力端子ウィンドウのみ )
接続先のノードと出力端子のニックネームが表示されます。

■OK
設定を確定し、ウィンドウを閉じます。

■キャンセル
設定をキャンセルし、ウィンドウを閉じます。
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ここでは、「各ノード間のオーディオ /MIDI 端子同士を接続 / 切断する」、「ワードクロック
の設定を変更する」などのmLAN 接続設定を行ないます。

コンピューターの画面上で直感的にケーブルを配線できるので、mLAN ネットワーク上の
オーディオ /MIDI/ ワードクロック信号の流れを簡単に変更できます。

ワードクロックの設定
ワードクロックを設定するには、

･ 「ノードの入力端子と出力端子を接続する」(27ページ ) の手順で、ワードクロック端
子を1つずつ接続する

･ 「1マスター」を使って接続する
という 2つの方法があります。ここでは、「1マスター」を使う方法を説明します。

「1マスター」を使うと、簡単な操作でワードクロックを設定できます。ワードクロック端子
同士を 1 つずつ接続する必要はありません。通常は、この方法でmLAN ネットワーク上の
ワードクロックマスターを 1つ決めて使用することをおすすめします。

・mLAN ネットワーク内で 2 つのワードクロックマスターを設定したい場合や、ワード
クロック端子同士を手動で接続したい場合は、「ノードの入力端子と出力端子を接続す
る」(27ページ )の手順で設定してください。

・メニューバーから選択する機能のほとんどは、ツールバーからも選択できます。

1. [ コネクション ] メニューから [ ワードクロック ] を選択し、ワードクロック設定画面を
表示します。

2. ワードクロックマスターに設定したいノードをマウスで選択します。選択したノードが黒
枠で囲まれます。

3. [ コネクション ] メニューから[1マスター ] を選択します。

mLAN接続設定

NOTE
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4. 各ノードのワードクロック端子同士が自動的に接続されます。選択したノードがワードク
ロックマスターに、そのほかのノードがスレーブに設定されます。

5. ワードクロックマスターのノードの「ノードアイコン」(13ページ ) をクリックします
( または、[ 表示 ]メニューから [ ノード情報 ]を選択します )。
「ノード情報 (オーディオ )」ウィンドウが表示されます。

6.「ノード情報 (オーディオ )」ウィンドウの「サンプルレート」から、サンプリング周波数
を選択します。ここで選択したサンプリング周波数に応じて、スレーブノードのサンプリ
ング周波数も自動的に変更されます。

「変更できません」というエラーメッセージが表示される場合は、24 ページの「サンプ
ルレートや出力チャンネル数を変更できない場合」、および、41 ページの「トラブル
シューティング（困ったときは…）」の「mLAN の設定を変更できない」をご参照ください。

ノードの入力端子と出力端子を接続する
それぞれのノードの入出力端子同士を接続することにより、mLAN ネットワーク上を流れる
オーディオ /MIDI 信号やワードクロック設定を管理することができます。

ノードの入出力端子の接続方法には、「ケーブルを 1 本ずつ接続する」、「同時に複数のケー
ブルを接続する ( グループ接続する )」の 2つの方法があります。

・32ページの「ノードのMIDI 端子を接続する場合のご注意」も合わせてご参照ください。

・MIDI/ ワードクロック端子は「グループ接続」できません。

・ワードクロックの設定をする場合は、「1マスター」機能を使うとより簡単に設定でき
ます (26ページ )。

NOTE
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■ケーブルを1本ずつ接続する

以下の手順は、オーディオ接続画面の場合です。MIDI/ ワードクロック端子同士を接続
する場合も同様の手順で行なってください。

1. 信号を出力するノードの「OUT」をクリックします。ノードの端子と仮想的なケーブルの
プラグの接続部分を拡大した出力端子ウィンドウが表示されます。

・ワードクロック入出力端子同士を接続する場合は、「OUT」をクリックする前にマス
ターにしたいノードの (13 ページ ) を点灯させてください。 を点灯させな
いと、出力端子ウィンドウを表示できません。

・ワードクロック入出力端子同士を接続した場合、出力端子のノードがマスター、入力
端子のノードがスレーブに設定されます。また、スレーブノードのサンプリング周波
数はマスターノードのサンプリング周波数と同じになります。

2. 出力端子ウィンドウ上で、接続したい出力端子番号の右にある接続表示ボックスをクリッ
クします。接続表示ボックスに仮想的なケーブルのプラグが表示されます。

NOTE

NOTE
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3. 信号を入力するノードの「IN」をクリックします。入力端子ウィンドウが表示されます。

4. 手順 2と同じように、接続したい入力端子番号の右にある接続表示ボックスをクリックし
ます。選択した入力端子と出力端子が出力ノードと同じ色のケーブルで接続されます。

■同時に複数のケーブルを接続する ( グループ接続する )

グループ接続する場合は、連続した端子番号を選んでください。

1. 信号を出力するノードの「OUT」をクリックします。出力端子ウィンドウが表示されます。

2. 出力端子ウィンドウ上で、グループ接続する先頭の出力端子の接続表示ボックスをクリッ
クします。

NOTE
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3. キーボードの[Shift]キーを押しながら、グループ接続する最後の出力端子の接続表示ボッ
クスをクリックします。手順 2、手順 3 で選択した範囲の接続表示ボックスに仮想的な
ケーブルのプラグが表示されます。

4. 信号を入力するノードの「IN」をクリックします。入力端子ウィンドウが表示されます。

5. グループ接続する先頭の入力端子の接続表示ボックスをクリックします。

6. 手順 5で選択した入力端子の番号から、番号の大きいほうに向かって自動的にプラグが選
択されます。選択した複数の入力端子、出力端子が、出力ノードと同じ色のケーブルで接
続されます。

・グループ接続する場合は、必ず出力端子から指定します。

・グループ接続した場合や、入出力どちらも連続した端子同士を接続した場合は、ケー
ブルは 1本にまとめて表示されます。

NOTE
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ケーブルを切断する
ケーブルの切断方法には、「ポップアップメニューから選択する」、「コンピューターのキー
ボードの [Delete]キーを使う」の 2 つの方法があります。

■ポップアップメニューから選択する

1. 切断したいケーブルを右クリックします。選択されたケーブルが点線表示に変わり、ポッ
プアップメニューが表示されます。メニューの番号は、ケーブルが接続されている出力端
子の番号です。

2. 切断したいケーブルが接続されている出力端子の番号を左クリックします。クリックした
番号に対応するケーブルが切断されます。[All] を選択すると、メニューに表示されてい
るすべての接続が切断されます。

■コンピューターのキーボードの [Delete] キーを使う

1. 切断したいケーブルを左クリックします。選択されたケーブルが点線表示に変わります。

2. コンピューターのキーボードの [Delete] キーを押します。

3. 確認のメッセージが表示されます。[ はい ] をクリックします。

4. 選択したケーブルが切断されます。

グループ接続した場合など、複数のプラグ接続が1 本のケーブルにまとめられていると
きは、ケーブル内のすべての接続を切断することができます。

NOTE
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ノードのMIDI 端子を接続する場合のご注意

MIDI 端子を接続する場合は、以下の点にご注意ください。

･ それぞれのノードの出力端子は、8ポート ( 端子) 単位で入力端子に接続されます。
･ ひとつの出力端子を接続 / 切断すると、同じノードのほかの出力端子も自動的に接

続/ 切断されます。
･ コンピューターのMIDI 入力端子 1 ～ 16 は転送レート 400Mbps の S400 機器

専用ポートです。
･ コンピューターのMIDI 入力端子 17 は、転送レート 200Mbps の S200 機器専

用ポートです。
･ ネットワーク上にS200 機器が複数ある場合、コンピューターのMIDI 入力端子に

接続できるS200 機器は1 台だけです。

たとえば、S400 機器のmLAN16Eの MIDI出力端子 1 をコンピューターのMIDI 入力
端子 5に接続すると、mLAN16Eのすべての出力端子 (1 ～4) がコンピューターの入力
端子 1～ 4に接続されるように自動的に変更されます。コンピューターの入力端子 5 ～
8にはほかのノードを接続することはできません。

そのほかの S400機器のノードのMIDI 出力端子をコンピューターに接続する場合は、コ
ンピューターの入力端子 9～ 16 の間に接続します。

また、複数のケーブルが 1本にまとめて表示されている場合、その中のケーブルをひとつ
切断すると、ほかのすべてのケーブルも切断されます。

また、S400 機器の mLAN16E の MIDI 出力端子は、コンピューターのMIDI 入力端子
1～ 16(S400機器専用ポート ) にだけ接続できます。

同じように、S200機器は、コンピューターのMIDI 入力端子 17(S200 機器専用ポート )
にだけ接続できます。
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mLAN Graphic Patchbay では、mLAN接続設定をファイル ( 拡張子 : *ymp) またはテン
プレートファイル ( 拡張子 : *ymt) に保存し、自由に呼び出すことができます。

ファイルとテンプレートファイルの違いは以下のとおりです。

■ファイル (*ymp)
mLAN Graphic Patchbay のすべての設定を保存 /呼び出しできます。ホームレコーディ
ング環境など、使用するmLAN機器が固定されている場合には、ファイルに設定を保存しま
す。機器ごとの ID番号も保存するので、同一機種でも機器が変わるとmLAN 接続設定を復
元できません。

■テンプレートファイル (*ymt)
機種ニックネーム、端子ニックネーム以外の設定を保存 / 呼び出しできます。機器が違って
も、同一機種であれば設定を復元することができます。

ホームレコーディング環境のmLAN 接続設定を、外部スタジオの機材で再現したい場合など
にお使いください。テンプレートファイルに基本となる mLAN接続設定を保存しておけば、
スタジオではじめから設定をする必要がなく、効率よくネットワークを組むことができます。

ファイル /テンプレートファイルの保存
と呼び出し
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 mLAN Graphic Patchbay では、mLAN ネットワーク内のmLAN 接続をリスト表示する
こともできます。リスト表示では、オーディオ、MIDI の接続状況を一覧表示したり、オー
ディオ /MIDI の接続を変更したりできます。

グラフィック表示とリスト表示を切り替えるには、[ 表示] メニューから [ グラフィック ]/
[ リスト ] を選択するか、ツールバーの [ 表示モード切替え] ボタンをクリックします。

オーディオ接続画面とMIDI 接続画面を切り替えるには、グラフィック表示と同じように、[ コ
ネクション ] メニューから [ オーディオ ]/[MIDI] を選択するかツールバーの [ オーディオ ]/
[MIDI] ボタンをクリックします。

リスト表示では、ワードクロックの設定ができません。また、いくつかのメニューを使
用できません。使用できないメニューやツールバーはグレー表示されます。

mLAN接続のリスト表示

NOTE

1

2

3

1

2

3オーディオ接続画面 (リスト)

MIDI 接続画面(リスト )
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A「オーディオ出力」/「MIDI 出力」フィールド

mLAN ネットワークのすべてのノードのオーディオ /MIDI 出力端子に関する情報を表示
します。 

B「オーディオ入力」/「MIDI 入力」フィールド

mLAN ネットワークのすべてのノードのオーディオ /MIDI 入力端子に関する情報を表示
します。 

C「接続先」フィールド

左の「オーディオ出力」/「MIDI 出力」フィールドのそれぞれの出力端子が、どの入力端
子に接続されたかを表示します。

■機種名
ノードの機種ニックネームが表示されます。

■端子名
端子ニックネームが表示されます

■ベンダー名
ノードのメーカーを表示します。

■フォーマット
ノードのサンプリング周波数と転送フォーマットを表示します。

■WCLK
ノードのワードクロックのマスター番号またはスレーブ番号を表示します。「M」はノー
ドがマスター動作していること、「S」はノードがスレーブ動作していることを示します。

オーディオ接続画面の場合だけ表示されます。
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接続方法
ここでは、リスト表示している場合でのオーディオ /MIDI 端子の接続方法について説明しま
す。

1.「オーディオ出力」/「MIDI出力」フィールドで、接続したい出力端子をクリックします。
複数の端子を同時に接続したい場合 ( グループ接続したい場合 ) は、グループ接続する先
頭の出力端子をクリックし、キーボードの [Shift] キーを押しながら、グループ接続する
最後の出力端子をクリックします。

選択した端子のリストが反転表示されます。

2.「オーディオ入力」/「MIDI入力」フィールドで、接続したい入力端子をクリックします。
複数の端子を同時に接続したい場合 ( グループ接続したい場合 ) は、グループ接続する先
頭の入力端子をクリックします。

選択した端子のリストが反転表示されます。
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3.「接続」ボタンをクリックします。選択した入力 / 出力端子同士が接続され、左の「オー
ディオ出力」/「MIDI 出力」フィールドのそれぞれの出力端子に対応する入力端子が「接
続先」フィールドに表示されます。

入力端子と出力端子が正しく選択されていない場合は、「接続」ボタンはグレー表示され
ます。

切断方法
ここでは、接続されているオーディオ /MIDI 端子を切断する方法について説明します。

1. 切断したい端子を、「オーディオ出力」/「MIDI出力」フィールドまたは「接続先」フィー
ルドから選択します。
複数の接続を同時に切断したい場合 ( グループ切断したい場合 ) は、グループ切断する先
頭の出力端子をクリックし、キーボードの [Shift] キーを押しながら、グループ切断する
最後の出力端子をクリックします。

選択した端子のリストが反転表示されます。

2.「切断」ボタンをクリックします。選択した接続が切断されます。

NOTE
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グラフィック表示の場合、[Tab] キーを押してノードを選択することもできます。

ショートカットキー一覧
トップメニュー サブメニュー ショートカットキー

ファイル

新規作成 1) Alt+F → N 2) Ctrl+N

開く 1) Alt+F → O 2) Ctrl+O

上書き保存 1) Alt+F → S 2) Ctrl+S

名前を付けて保存 1) Alt+F → A

テンプレートを開く 1) Alt+F → T 2) Ctrl+L

テンプレート保存 1) Alt+F → Z 2) Ctrl+U

終了 1) Alt+F → X

表示

グラフィック 1) Alt+V → G 2) Ctrl+1

リスト 1) Alt+V → L 2) Ctrl+2

最新情報に更新 1) Alt+V → U 2) Ctrl+3

接続先一覧 1) Alt+V → C 2) Ctrl+4

ノード情報 1) Alt+V → N 2) Ctrl+5

リソース情報 1) Alt+V → R 2) Ctrl+6

コネクション

オーディオ 1) Alt+C → A 2) Ctrl+7

MIDI 1) Alt+C → M 2) Ctrl+8

ワードクロック 1) Alt+C → W 2) Ctrl+9

1 マスター 1) Alt+C → S 2) Ctrl+0

入力端子 1) Alt+C → I 2) Ctrl+I

出力端子 1) Alt+C → O 2) Ctrl+B

ルート 1) Alt+C → R 2) Ctrl+Y

ヘルプ
マニュアル 1) Alt+H → M 2) F1

バージョン情報 1) Alt+H → A

NOTE
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Å@

メッセージ一覧
サンプリング周波数 (Sample Rate) の設定に失
敗しました。

ノードがコンピューターの場合 :
お使いのDAWを終了し、mLAN Graphic
Patchbayの設定を行なってから、DAWを起
動してください(24ページ )。
mLANドライバーを使用している DAWやエ
ディターなどのアプリケーションが起動してい
る場合、変更できないパラメーターがありま
す。

ノードがmLAN 機器の場合 :
mLAN機器に正しくケーブルが接続されてい
るか、またはmLAN機器の電源がONになっ
ているか確認してください。

このノードをワードクロックのマスターに設定で
きませんでした。

次のノードのオーディオ出力チャンネル数を変更
できませんでした。（ノードニックネーム、ニック
ネームが定義していなかった場合は機種名 )

mLAN機器本体のワードクロック、サンプリ
ング周波数に関する設定を確認してください。MIDI の出力ポート数を設定できませんでした。

オーディオの接続に失敗しました。

ワードクロックの接続に失敗しました。

機器に設定されているサンプリング周波数
（Sample Rate) と異なります。
サンプリング周波数を再設定してください。

ノード情報(オーディオ )ウィンドウで、オー
ディオノードのサンプリング周波数を再設定し
てください(20ページ )。

S400 未対応の機器が見つかりました。使用でき
る総チャンネル数が減ります。
送信チャンネル数を減らさないとコネクションが
できない場合があります。
詳しくは Graphic Patchbay オンラインマニュ
アルの「メッセージ一覧」または「トラブル
シューティング」をご参照ください。

S400未対応の mLAN機器を1台でもネッ
トワークに接続すると、すべてのmLAN機器
がS400未対応の機器にあわせて動作しま
す。
たとえば、S400機器と S200機器を同じ
ネットワークに接続すると、S400機器も
S200で動作します。そのため、各機器の送
信チャンネル数が制限されます(下表参照 )。

mLAN機器の合計 使用できる(コンピューターを含む)送信チャンネルの合計*1

(サンプリング周波数が44.1kHz/48kHzの場合)

2

3

4

5

40

44

37

32*2

1台のS200機器と複数のS400機器のネットワークで使用できる送信チャンネル数

*1.  コンピューターからの送信が32CHの場合(ただし5台接続時を除く)
*2.  コンピューターからの送信できるCH数も24CHに制限
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S200機器を使う場合、ネットワークで扱えるオーディオ送信チャンネル数が制限されます。

S200 機器を IEEE1394(mLAN) ケーブルでネットワークに接続する前に、以下の手順で
送信チャンネル数を調整してください。

1.「メッセージ一覧」の表「1 台の S200 機器と複数の S400 機器のネットワークで使用
できる送信チャンネル数」を参考にして、S200 機器と S400 機器の送信チャンネルの
合計が制限を超えないように、ノード情報（オーディオ）ウィンドウで、各 S400 機器
のオーディオ出力 ( 送信 )チャンネル数を変更します。

手順 2で S200 機器を IEEE1394(mLAN) ケーブルで接続すると、S200 機器の出力チャ
ンネル数は自動的に最大に設定されます。接続したい S200 機器の最大出力チャンネル
数を確認したうえで、S400 機器のチャンネル数を変更してください。最大出力チャンネ
ル数については、お使いのS200 機器の取扱説明書をご参照ください。

2. S200 機器を IEEE1394(mLAN) ケーブルでネットワーク ( コンピューターまたは各
mLAN機器 ) に接続します。

3. S400 機器のチャンネル数を増やしたい場合は、再び、ノード情報（オーディオ）ウィン
ドウにて、S200機器のオーディオ出力チャンネル数を減らし、その後S400 機器のチャ
ンネル数を変更してください。

コンピューターに接続可能な機器数を超えている
ため接続できません。

ノード情報(オーディオ )ウィンドウで、オー
ディオノードの最大接続数を確認してください
(20ページ)。
ノード情報(MIDI) ウィンドウで、MIDI ノー
ドの最大接続数を確認してください(23ペー
ジ)。

受信データエラーです。コンピューターのリソー
ス、もしくは処理能力が不足している可能性があ
ります。

以下の方法を試してください。
1) ほかのアプリケーションを終了する
2) Latency の値を大きくする（インストール

ガイド「レイテンシーとRequired CPU
の関係について」をご参照ください）

3) mLAN機器を複数使用している場合は、
mLAN Driver Setupの Required CPU
をMidまたは Low Performanceにする

4)「最新情報に更新」ボタンを押す
5) コンピューターを再起動する

S200機器をお使いになる場合のヒント

NOTE
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■mLAN 通信できない
･ mLAN Driver/mLAN Tools のインストール／初期設定を行ないましたか？

............................................................................................... インストールガイド
･ mLANドライバーが有効（オン）になっていますか？（ドライバーアイコンが青色に表示されて
いますか？）
タスクバーのドライバーアイコンを右クリックして［ON］を選択してください。

.........................................インストールガイド「インストール後の確認」参照
･ mLAN接続は確立していますか？再設定してみてください。..........................................26 ページ
･ コンピューター側の IEEE1394インターフェースに制限がある場合があります。同時に使うこ
とができるポート数をご確認ください。...................「最大接続ノード数」（20、23ページ）参照

･ ワードクロックの設定はしましたか？オーディオの送受信をしているノード間で、1台がマスター、
そのほかのノードがスレーブになっていることを確認してください。............................26 ページ

･ IEEE1394(mLAN) ケーブルが正しく接続され、mLAN機器の電源が入っていますか？
IEEE1394(mLAN) ケーブルの接続／電源を確認してください。一度 IEEE1394(mLAN) ケー
ブルを抜いて、再度挿入してみてください。

･ ループ接続になっていませんか？ケーブルの配線をご確認ください。

･ mLANネットワーク上のコンピューター以外の機器をすべてオフにして、コンピューターとmLAN
機器を1対1で接続してみてください。

･ コンピューターに複数の IEEE1394インターフェースを装着していませんか？
mLAN Driver Setup（タスクバーのドライバーアイコンを右クリック→ Driver Setup）で、
mLAN 機器を接続する IEEE1394 インターフェースを選択します。設定終了後、IEEE1394
(mLAN) ケーブルを挿しなおして、再度、mLAN接続を設定してください。

....................................6 ページ、インストールガイド「Driver Setup」参照
･（01X/i88X/mLAN16E/MY16-mLANをご使用の場合）ACTIVE ランプは正常（青色点灯）
ですか? 消えている場合はmLAN機器を再起動し、mLAN接続を再設定してください。

.................................26 ページ、インストールガイド「Driver Setup」参照
･ 機器を交換していませんか ? たとえ同じ機種でも機器自体が異なると、mLAN 接続の再設定が
必要です。.................................................................................................................................26 ページ

■コンピューターの処理が重い
･ 複数のS200機器を接続していませんか？ S200機器の数によっては、mLAN Graphic
Patchbayでの mLAN接続動作に時間がかかる場合があります。

トラブルシューティング ( 困ったときは…)

コンピューター コンピューター 

mLAN機器 

mLAN機器 

: IEEE 1394端子搭載のデバイス 

ループ接続の例
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■mLAN の設定を変更できない
･ mLANドライバーをアプリケーション(DAWなど )で使用していませんか？
mLANドライバーをアプリケーションで使用中の場合、mLANの設定変更ができません。mLAN
ドライバーを使用しているアプリケーションをすべて終了させてから設定変更を行なってくだ
さい。.........................................................................................................................................24 ページ

･ mLAN WDMドライバーがWindows の既定のデバイスに選択されていませんか？
（mLAN機器の電源を入れると、自動的にWindows がmLAN WDMドライバーを既定のデバ
イスに設定する場合があります。）
アプリケーションを起動していない状態でもmLANの設定変更ができないことがあります。
Windowsの既定のデバイスに mLANWDM ドライバー（「mLAN Audio Out」または「mLAN
MIDI Out」）を選択している場合は、以下の手順でいったん mLAN WDMドライバーの選択を
はずし、コンピューターを再起動してから、設定変更を行なってください。

Windows XP の場合
1［スタート］→（[ 設定 ] →）［コントロールパネル］→「サウンドとオーディオデバイス」

→［音声］の［音声再生］で「mLAN Audio Out」以外を選択します。
2［スタート］→（[ 設定 ] →）［コントロールパネル］→「サウンドとオーディオデバイス」

→［オーディオ］の［音の再生］で「mLAN Audio Out」以外を選択します。
3［スタート］→（[ 設定 ] →）［コントロールパネル］→「サウンドとオーディオデバイス」

→［オーディオ］の［MIDI 音楽の再生］で「mLAN MIDI Out」～「mLAN MIDI Out
(16)」以外を選択します。

Windows Vista の場合
1［スタート］→（［設定］）→［コントロールパネル］→「サウンド」→［再生］で、「ライ

ン出力 mLAN Audio Out」以外を選択し、［規定値に設定］をクリックします。
･ Windowsのサウンド設定を「サウンドなし」に設定してみてください。
以下の設定後、コンピューターを再起動してから、設定変更を行ってください。

Windows XP の場合
［スタート］→（[ 設定 ] →）［コントロールパネル］→「サウンドとオーディオデバイス」→
［サウンド］の［サウンド設定］で「サウンドなし」を選択します。

Windows Vista の場合
［スタート］→（[ 設定 ] →）［コントロールパネル］→「サウンド」→［サウンド］の［サウ
ンド設定］で「サウンドなし」を選択します。

■タスクバーのドライバーアイコンが消えてしまった
･ [ スタート ] → [（すべての）プログラム ] → [ スタートアップ ] または [mLAN Tools] から
mLAN Managerを選択します。

■接続したはずのmLAN機器が見えない
･ [ 表示 ] メニュー → [ 最新情報に更新] で情報を更新してください。...............................8 ページ

■mLAN Graphic Patchbay を起動するたびに接続が変わる
･ S400 未対応の機器がある場合、各機器から送信できるチャンネル数の合計が制限されます。
mLAN Graphic Patchbayでは mLAN機器の電源を入れた順に前回の接続を復元します。制
限を超えたものは接続されません。

･ ネットワーク上にコンピューターを含めて5台以上の mLAN機器がある場合は、各機器から送
信できるチャンネル数の合計が制限されます。サンプリング周波数が44.1kHz/48kHz の場合、
Windowsでは最大 86CHです。
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■mLAN Graphic Patchbay の起動や、「最新情報に更新」に時間がかかる
･ S400 未対応機器をmLAN接続／切断したあとにネットワークの情報を更新する場合、mLAN
の転送スピードを変化させる処理が発生するので、通常より時間がかかることがあります。その
後の動作に問題はありません。

■テンプレートファイルを開いたときにエラーメッセージが表示される
･ コンピューターや IEEE1394カードの仕様によって、コンピューターにmLAN機器が 4 台接
続できるものと 2 台接続できるものとがあります。4 台接続できる環境において、3 台以上の
mLAN機器を接続した状態で、オーディオや MIDI を結線したテンプレートファイルを作成し、
そのテンプレートファイルを2台接続できる環境で開くとエラーメッセージが表示されます。こ
のような場合は、コンピューターに接続する機器を減らしてください。
4台接続できるか2台接続できるかは、mLAN Driver Setup（タスクバーのドライバーアイコ
ンを右クリック→Driver Setup）のInformation 画面で確認できます。表示されるタブの半分
の数がコンピューターに接続できる機器の台数となります。

.......................................................インストールガイド「Driver Setup」参照 
U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation

© 2004 Yamaha Corporation
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