Cloud Audio Recorder for MOTIF XF マニュアル
• 市販の音楽 / サウンドデータは、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。

• このファイルに掲載されている画面は、すべて操作説明のためのもので、実際の画面と異なる場合
があります。

• このソフトウェア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。

• その他、このファイルに掲載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商
標です。

• iPod touch/iPhone/iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

• このソフトウェア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。
• このソフトウェア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。

© 2012 Yamaha Corporation. All rights reserved.

Cloud Audio Recorder for MOTIF XF の構成
Cloud Audio Recorder for MOTIF XF は MOTIF XF のサウンドを無線 LAN 経由で iPod touch/iPhone/iPad（本マニュアルでは以降 iPad と表記します。）に録音
できるアプリケーションです。録音データはノーマライズやトリミングなどの簡易編集を行なったり、録音データを無線 LAN 経由で MOTIF XF から再生できます。
また、SoundCloud に接続し、録音データのアップロードを行なうことができます。また、SoundCloud にアップロードされている録音データをダウンロードすること
もできます。
NOTE

SoundCloud
データアップロード

データダウンロード

SoundCloud を利用するには登録が必要です。詳しくは以下の URL をご覧ください。
http://soundcloud.com/

重要
音楽 / サウンドデータには、私的使用のための複製など著作権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
ているものがあります。これらデータのアップロードについては、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。このソフトウェアお
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。
録音
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ダウンロード/アップロード

録音/編集/再生

MOTIF XF

ルーター
イーサーネット
ケーブル

再生

NOTE

MOTIF XF の設定については、リファレンスマニュアルの「ネットワークの接続」
をご覧ください。

SoundCloud
データアップロード

データダウンロード
録音
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iPad

無線LAN

ダウンロード/アップロード

録音/編集/再生

Cloud Audio Recorder
for MOTIF XF

MOTIF XF

ルーター

無線LAN

NOTE

再生

MOTIF XF の設定については、MOTIF XF Version 1.20 新機能追補マニュアルをご覧
ください。通信方式については「インフラストラクチャーで通信を行なう場合の設定」を
お読みください。

録音

iPad

MOTIF XF

無線LAN

録音/編集/再生

再生

NOTE

MOTIF XF の設定については、MOTIF XF Version 1.20 新機能追補マニュアルをご覧
ください。通信方式については
「アドホックで通信を行なう場合の設定」をお読みください。

NOTE

この通信方式の場合は SoundCloud を利用できません。
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録音 / 再生画面
設定ウィンドウを開きます。
接続可能な MOTIF XF を検出して
接続します。
本マニュアルを開きます。

9
SoundCloud アップロード
ウィンドウを開きます。

1

ライブラリー画面を開きます。

2

ライブラリー画面では、アプリケー
ションに保存されたサウンドデータ
や、SoundCloud 上にあるサウンド
データを選択します。

3

4

5

6

7

8

波形編集ウィンドウを開きます。
再度タップするとウィンドウを
閉じます。

1 録音 / 再生時の音量を示すレベルメーターです。

MOTIF XF 本体ボイスデータの記録と復元

2 録音 / 再生時の時間を表示します。

本体で選択されているボイスデータが録音時に録音データとともに記録されます。記録
されたボイスデータは録音データを再生すると本体に転送され、録音時のボイスとして
復元されます。
ボイスデータの記録と復元をするには、録音 / 再生時に以下の設定になっている必要が
あります。
・ 本体が VOICE モードになっている。
・ 本体 [UTILITY] > [F5] Control の MIDI In/Out の設定が「Network」
になっている。
・ アプリケーションと本体がネットワーク接続している。

3 タップすると録音待機状態になります。[J] をタップすると待機状態を解除し
ます。待機状態で [R] をタップすると録音を開始します。
4 再生中にタップすると再生を一時停止します。
5 録音待機、録音中、再生中にタップすると、それぞれの状態を終了します。
6 録音 / 再生を開始します。
7 タッチしている間、再生時間を巻戻しします。
8 タッチしている間、再生時間を早送りします。
9 現在選択されている録音データのタイトルが表示されます。
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NOTE

本体とアプリケーションがネットワーク接続している場合、録音データの再生音は本体から出力されま
す。ネットワーク接続していない場合は iPad から出力されます。
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SoundCloud アップロードウィンドウ
録音データを SoundCloud にアップロードします。

ウィンドウを閉じます。

タップするとキーボードが表示され、録音データに
タイトルを付けられます。

タップするとキーボードが表示され、録音データの
ジャンルが設定できます。

タップするとキーボードが表示され、タグの設定が
できます。

「ON」にすると、クラウド上からストリーミング
再生ができるようになります。ストリーミング再生
の再生音は iPad からのみ出力されます。

「ON」にすると、クラウド上からデータがダウン
ロードできるようになります。

「public」にすると、他のユーザからもアップロード
したデータを参照することができます。「private」
にすると、アップロードした人だけがデータを使う
ことができます。

波形編集ウィンドウ

タッチして横にスライドすると、
トリムする波形の領域を指定できます。

表示している波形を再生します。

タッチして横にスライドすると、
トリムする波形の領域を指定できます。

最後に実行したトリムまたはノーマライズを
アンドゥーします。

波形をクリップボードにコピーします。
ノーマライズを実行します。
ほかのアプリケーションで波形が使える
ようになります。
選択範囲のトリムを実行します。
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ライブラリー画面
録音 / 再生画面に切り替わります。
タップするとキーボードが表示され、
データのネーム検索ができます。
SoundCloud の一覧を表示している
場合は、タグやジャンルでも検索が
できます。

1
2
3
4
5

データ一覧の表示エリアです。
一覧表のデータをタップすると選択
できます。
SoundCloud に接続します。
あとどれだけの容量を iPad に録音
できるかがわかります。
タップすると、一覧で選択されている
データの波形が表示されます。

6 7 8 9) !
1 タップすると iPad にある録音データ一覧が表示されます。

7 SoundCloud アップロードウィンドウを開きます。

2 SoundCloud からダウンロードしたデータ一覧が表示されます。

8 SoundCloud のデータ一覧でタップすると、選択しているデータをお気に入り
に登録します。

3 SoundCloud にアップロードしたあなたの録音データ一覧が表示されます。
4 SoundCloud で、お気に入りに登録したデータ一覧が表示されます。
5「public」でアップロードされたすべてのデータ一覧が表示されます。
6 データ一覧で選択されているデータを再生します。SoundCloud 上にある
データを再生する場合、再生音は iPad からのみ出力されます。
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9 データ一覧で選択しているデータを削除します。
) 画面更新をします。SoundCloud のデータ一覧を表示しているときにタップす
ると、最新の情報に更新されます。
! タップするとデータの関連情報が表示されます。御自身のデータの場合、情報
欄をタップするとキーボードが表示され、編集ができます。
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AudioCopy and AudioPaste are trademarks and software of Sonoma Wire Works

SoundCloud API cocoa wrapper
Copyright 2009 Ullrich Schäfer, Gernot Poetsch for SoundCloud Ltd.
This product includes software developed by Ullrich Schäfer and Gernot Poetsch on behalf of SoundCloud
Ltd.
SoundCloud API cocoa wrapper is released under Apache License 2.0.

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the
License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or
are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power,
direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or
(ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such
entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form,
including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other
media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the
License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is
provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived
from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the
Work and Derivative Works thereof.
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“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor
for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that
are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright
owner as “Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has
been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License.
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License.
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such
license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed
by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such
Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes
direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for
that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution.
You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or
without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do
not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE
file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within
the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display
generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The
contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You
may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as
an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices
cannot be construed as modifying the License.
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You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions.
Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by
You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or
conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate
license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks.
This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the
Work and reproducing the content of the NOTICE file.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in
compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is
distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express
or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the
License.

7. Disclaimer of Warranty.
Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor
provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely
responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks
associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability.
In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless
required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any
Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work
(including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction,
or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the
possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability.
While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for,
acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole
responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by
reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed
by brackets “[]” replaced with your own identifying information. (Don’t include the brackets!) The text should
be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class
name and description of purpose be included on the same “printed page” as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
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