POLY D
Analog 4-Voice Polyphonic Synthesizer with 37 Full-Size Keys, 4 VCOs,
Classic Ladder Filter, LFO, BBD Stereo Chorus, Distortion,
32-Step Sequencer and Arpeggiator

V 3.0
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クイックスタートガイド

POLY D

安全にお使いいただくために

Terminals marked with this symbol carry
electrical current of sufficient magnitude
to constitute risk of electric shock.
Use only high-quality professional speaker cables with
¼" TS or twist-locking plugs pre-installed. All other
installation or modification should be performed only
by qualified personnel.
This symbol, wherever it appears,
alerts you to the presence of uninsulated
dangerous voltage inside the
enclosure - voltage that may be sufficient to constitute a
risk of shock.
This symbol, wherever it appears,
alerts you to important operating and
maintenance instructions in the
accompanying literature. Please read the manual.
Caution
To reduce the risk of electric shock, do not
remove the top cover (or the rear section).
No user serviceable parts inside. Refer servicing to
qualified personnel.
Caution
To reduce the risk of fire or electric shock,
do not expose this appliance to rain and
moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping
or splashing liquids and no objects filled with liquids,
such as vases, shall be placed on the apparatus.
Caution
These service instructions are for use
by qualified service personnel only.
To reduce the risk of electric shock do not perform any
servicing other than that contained in the operation
instructions. Repairs have to be performed by qualified
service personnel.
1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in
accordance with the manufacturer’s instructions.
8. Do not install near any heat sources such as
radiators, heat registers, stoves, or other apparatus
(including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized
or grounding-type plug. A polarized plug has two blades
with one wider than the other. A grounding-type plug
has two blades and a third grounding prong. The wide
blade or the third prong are provided for your safety. If the
provided plug does not fit into your outlet, consult an
electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or
pinched particularly at plugs, convenience receptacles,
and the point where they exit from the apparatus.
11. Use only attachments/accessories specified by
the manufacturer.
12. Use only with the
cart, stand, tripod, bracket,
or table specified by the
manufacturer, or sold with
the apparatus. When a cart
is used, use caution when
moving the cart/apparatus
combination to avoid
injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or
when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has been
damaged in any way, such as power supply cord or plug
is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen
into the apparatus, the apparatus has been exposed
to rain or moisture, does not operate normally, or has
been dropped.
15. The apparatus shall be connected to a MAINS socket
outlet with a protective earthing connection.
16. Where the MAINS plug or an appliance coupler is
used as the disconnect device, the disconnect device shall
remain readily operable.
17. Correct disposal of this
product: This symbol indicates
that this product must not be
disposed of with household
waste, according to the WEEE
Directive (2012/19/EU) and
your national law. This product
should be taken to a collection center licensed for the
recycling of waste electrical and electronic equipment
(EEE). The mishandling of this type of waste could have
a possible negative impact on the environment and
human health due to potentially hazardous substances
that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product
will contribute to the efficient use of natural resources.
For more information about where you can take your
waste equipment for recycling, please contact your local
city office, or your household waste collection service.
18. Do not install in a confined space, such as a book
case or similar unit.
19. Do not place naked flame sources, such as lighted
candles, on the apparatus.

20. Please keep the environmental aspects of battery
disposal in mind. Batteries must be disposed-of at a
battery collection point.
21. This apparatus may be used in tropical and moderate
climates up to 45°C.
法的放棄
Music Tribe accepts no liability for any loss which
may be suffered by any person who relies either
wholly or in part upon any description, photograph,
or statement contained herein. Technical specifications,
appearances and other information are subject to
change without notice. All trademarks are the property
of their respective owners. Midas, Klark Teknik,
Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic,
TC Helicon, Behringer, Bugera, Auratone and Coolaudio
are trademarks or registered trademarks of Music
Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands
Ltd. 2020 All rights reserved.
限定保証
For the applicable warranty terms and conditions
and additional information regarding Music Tribe’s
Limited Warranty, please see complete details online at
musictribe.com/warranty.
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POLY D

POLY D フックアップ
ステップ 1: フックアップ

スタジオシステム

MIDI Keyboard

バンド/練習システム

MIDI OUT

MIDI IN

USB B

Headphones

Power
Adapter

USB B

Power
Adapter
Audio Interface
Keyboard Amplifier

USB A

USB A

Headphones

Desktop Computer

Studio Monitors
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POLY D

POLY D フックアップ
ステップ 1: フックアップ

ライブシステム

Headphones

Power
Adapter

Mixing console

Active Loudspeakers
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POLY D コントロール
ステップ 2: コントロール
KEYBOARD (キーボード) 部
(1)

(14)

KEYBOARD (キーボード)– キーボード
はセミウェイテッドのフルサイズ 37
鍵です。

(2)

MOD WHEEL（モジュレーションホイー
ル）– モジュレーションの深さを、オ
フ〜最大の間で調節します。

(3)

PITCH WHEEL (ピッチベンド) – ピッチ

(4)

GLIDE ON/OFF (グライドオン / オフ) –

(5)

LFO RATE（LFOレート）– LFO の周波数

(6)

WAVE SHAPE（波形）- 三角波または矩
形（スクエア）波、いずれかの LFO 波

(15)

(16)

を調節します。

TRANSPOSE (トランスポーズ)– キーボ
ードレンジを上下に 1 オクターブ動か
すことができる、3 ポジション式スイ

(14) (15)

(6) (7)
(5)
(4)

(30) (31)

(24)(25)

(33) (34)

(29)
(28)
1
(27) 2
(26)

(13)
(12)
(11)
(10)

(36)
(37)
(38)
(39)

(3) (2) (1)
(9) (8) (16)(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

(8)

(32)

NOISE (MOD SRC)/ LFO（ノイズ [モ
ジュレーション SRC ]／LFO）– モジュ
レーションソースを、NOISE（または外
部モジュレーションソース）と低周波
オシレーター（LFO）との間で切り替
えます。

(9)

OSC4/FILTER EG（オシレーター4／フィ
ルターEG）– モジュレーションソース
を、OSC4 とフィルターエンベロープの
間で切り替えます。

(35)
(10)

MODULATION MIX（モジュレーション
ミックス）– OSC4／FILTER EG および
NOISE／LFO の間のモジュレーションミ
ックスを調節します。注意: MOD WHEEL

(17)

(40) (41) (42)

(43) (44) (45) (46) (47) (48)(49) (50) (51) (52) (53) (54)(55)(56)(57)

GLIDE（グライド）– キーボードのノー

ーモジュレーション）– オンにする
と、4 つのオシレーターは、MOD MIX
ノブで設定したモジュレーションミッ
クスによって変調します。

FREQUENCY RANGE（周波数帯域）– 6
種類の中から、オシレーター 1、2、3
または 4 の周波数帯域を選択しま

(18)

KEYBOARD CONTROL（キーボードコント

WAVE SHAPE (波形)– オシレーター1、2
、3 または 4 の波形を、以下から選
択します：三角波、三角波／ノコギリ
波（OSC1 、2 および 3）、逆ノコギリ波
（OSC4）、ノコギリ波、矩形波、ミディ
アムパルス、およびナローパルス。

MIXER（ミキサー）部
(20)

VOLUME（音量）– オシレーター 1、2
、3および 4 の音量を調節します。

(21)

ON/OFF（オン／オフ）– プレイするソ
ースを OSC1、OSC2、OSC3、OSC4、ノイズ

および外部入力から選択、または以
上の 6 つのソースを任意の組み合わ
せで選択します。

(22)

NOISE VOLUME（ノイズ音量）– 内蔵ノ

(12)

MODE（モード）– Monophonic、Unison、
またはPolyphonic の中から選択する。

(23)

WHITE/PINK（ホワイト／ピンク）– 内

(13)

AUTO DAMP ON/OFF（自動ダンプオン／
オフ）- オフ（OFF）では、和音の演奏

イズソースのレベルを調節します。

蔵ノイズを、ピンクノイズとホワイトノ
イズの間で切り替えます。

(24)

EXT IN VOLUME（外部入力音量）– EXT（

(25)

OVERLOAD LED（オーバーロード）– ミ

外部入力）から入力している、外部ソ
ースのレベルを調節します。
ックスのオーディオレベルが、ミキサ
ー部でオーバーロードすると点灯し
ます。

ロール）– キーボードトラッキングの
効果を変化させるスイッチです。演奏
したノートのピッチがフィルター部に
作用します。

スイッチ 1 および 2 オン – エフェク
ト最大
スイッチ 1 のみ オン – エフェクト最
大時の 1⁄3
スイッチ 2 のみ オン – エフェクト最
大時の 2⁄3

(28)

FILTER MODULATION（フィルター

(29)

FILTER MODE（フィルターモード）– フ

(30)

FILTER ENVELOPE CONTROLS (フィルタ

します。

(19)

と、ノートまたは外部トリガーのリリ
ース後、信号は DECAY TIME ノブで設定
したタイムで減衰します。オフにする
と、ノートまたは外部トリガーのリリ
ース後すぐに減衰します。

スイッチ 1 および 2 オフ – キーボー
ドトラッキングエフェクト無し

FREQUENCY (周波数調節)– オシレー
ター 2、3 または 4 の周波数を調節

ト間のグライド（ポルタメント）の量
を調節します。

時、構成音すべてがリリースされるま
で、または新規ノートがプレイされる
まで、和音がずっと鳴り続けます。
オン（ON）では、リリースしていないノ
ートのみが鳴り続けます；他のノート
は減衰します。

(27)

OSC 4 CONTROL（オシレーター 4 コン
トロール）– オンにすると、OSC4 の周

す。

はモジュレーション量の調節に使用
します。

(11)

OSCILLATOR MODULATION（オシレータ

波数はキーボードにより変化します。
オフにすると、OSC 4 はキーボード、
ピッチホイール、そしてモジュレーシ
ョンホイールの影響を受けなくなり
ます。

ッチです。

CONTROLLER（コントローラー）部

DECAY (ディケイ（減衰）)– オンにする

OSCILLATOR BANK（オシレーターバンク）部

形を選択します。

(7)

(26)

ません）。

を上下させるホイールです。

グライドをオン / オフします。

TUNE（チューン） – オシレーター1、2
、3 および 4 の周波数を調節します
（OSC4 CONTROL スイッチをオフにして
いる場合、オシレーター4には作用し

モジュレーション）– オンにする
と、MODULATION MIX ノブで設定したモ
ジュレーションミックス量によって、フ
ィルターセクションが変調します。
ィルターのタイプを、ローパスとハイ
パスの間で切り替えます。
ーエンベロープ コントロール)– こ
の 3 つのノブは、フィルター部の全
体的なシェイプエンベロープを調節
します。時間経過にともなうカットオ
フ周波数の変化に作用するコントロ
ールです。

ATTACK（アタック）– 設定したカッ
トオフ周波数から上昇し、CUTOFF
FREQUENCY（コンター量）コントロール
で設定した周波数に達するまでの時
間を調節します。

DECAY TIME（減衰タイム）– アタック

タイム経過後、サステイン周波数に減
衰するまでの時間を調節します。

SUSTAIN（サステイン）– アタックタイ

ムと初期減衰タイムに到した後、サス
テインするカットオフ周波数を調節
します。
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POLY D コントロール
ステップ 2: コントロール
(31)

FILTER CONTROLS (フィルターコントロ

ール)– フィルターはローパスまたは
ハイパスのいずれかを、FILTER MODE ス
イッチで選択します。ローパスモード
では、カットオフ周波数で設定した以
上のオーディオ周波数を減衰（アッテ
ネート）します。ハイパスモードでは、
カットオフ周波数以下のオーディオ周
波数を減衰します。

(1)
DISTORTION (ディストーション) 部
(34)

FILTER EMPHASIS（フィルター強調）–

カットオフ周波数への音量レベルブー
スト（レゾナンス）量を調節します。

AMOUNT OF CONTOUR（コンター量）– フ
ィルターエンベロープの輪郭の量を調
整します。

(32)

LOUDNESS CONTOUR（ラウドネスコンタ

ー）-ミキサー部とフィルター部を通過
したオーディオの、全体的なエンベロ
ープを調節する 3 つのノブです。この
コントロールは、時間経過にともなう
音量（ラウドネス）レベルの変化に作
用します。

ATTACK（アタック）– ノート演奏後、信
号が最大レベルになるまでの時間を
調節します。

CHORUS II（コーラスII）-より深いコー
ラス効果をもたらします。

VOLUME（音量）– シンセサイザーの

全体的な出力音量レベルを調節しま
す。

VOLUME（ヘッドフォン音量）- PHONES（

(38)

PHONES（ヘッドフォン） – ヘッドフォ
ンを接続するための 6.35 mm TRS 出力

(39)

源をオン／オフします。すべての接続
を完了し、音量が下がっているのを確
認してから、ユニットをオンにしてくだ
さい。電源が供給され、シンセサイザ
ーがオンの時に点灯する LED です。

(41)

USB ポート– コンピューターとの接続
に使用する、USB B タイプジャックで
す。POLY D は、MIDI 入出力に対応した
クラスコンプライアント USB MIDI 機器
として表示されます。

CHORUS I + II（コーラスI + II）-より深

USB MIDI 入力 – アプリケーションか
らの MIDI データを受信します。

ON/OFF（オン／オフ）-コーラスをオ

USB MIDI 出力 – アプリケーションへ
MIDI データを送信します。

いコーラス効果をもたらします。
ン／オフします。

(44)

(45)

(6) (7)(8)(9)

(56)

AFTER PRESSURE（アフタープレッシャ
ー）-アフタープレッシャー CV 出力を

(11) (12)

(46)

ー）-アフタープレッシャーに基づいて
コントロールボルテージ (CV) を出力
します。

(57)

(47)

V-TRIG（Vトリガー） -ノートのプレイ
時にトリガーボルテージを出力しま
す。

VELOCITY（ベロシティ）-ベロシティに
基づいて CV を出力します。

(48)

VELOCITY（ベロシティ）- ベロシティ
CV 出力を調節します。

(49)

EXT IN（外部入力）- 外部ラインレベル
オーディオソースを接続するための
6.35mm 入力です。

(50)

SYNC IN (シンクイン)– 外部シンク／ク

(51)

SYNC OUT (シンクアウト)– 内部シン

(13)

(15)

(1)

(2)

(52)

MAIN OUTPUT（メイン出力）– 外部機
器の入力ジャックに接続する 1/4 イン
チ TRS 出力。

(53)

EXT V-TRIGGER INPUT（外部Vトリガー入

力）– 外部トリガーボルテージを、フィ
ルターおよびラウドネスコンターのト
リガーに使用できます。

(54)

LOUDNESS（ラウドネス）– 外部 CV を

(55)

FILTER（フィルター）– 外部 CV を接続

接続し、ラウドネスコンターを制御す
ることができます。
し、フィルターカットオフ周波数を制
御することができます。

MOD SOURCE（モジュレーションソー

ス）-外部モジュレーションソースを接
続できます。この端子への接続が無
い場合は、内蔵ノイズジェネレーター
がモジュレーションソースとして利用
できます。

(3)

(4)

(6)

ト）– プレイバック時、パターンをステ
ップ 1 へリセットします。ステップ編
集時は、ステップにアクセントを付加
します。

任意の鍵盤を押さえると、アルペジオ
を作成します。HOLD（ホールド）と ARP
を押すと、アルペジオをホールドし
ます。2 度押しすると アルペジオをプ
レイ & ホールドします。シーケンサー
モード時、SHIFT と SET END を同時に押
し、その後に STEP スイッチを押すと、
そのステップが現在のパターンの最終
ステップになります。

PATTERN（パターン）: PATTERN を押す
と、8 つの LOCATION LED ライトのうち、

(9)

REC（レコーディング）– このボタンを

(10)

LOCATION（オクターブ／ロケーショ

(11)

KYBD（キーボード）– SHIFT + KYBD を同

(12)

STEP（ステップ）– SHIFT + STEP を同時

(13)

STEP SWITCHES (ステップスイッチ群)–

SHIFT（シフト）– セカンダリー機能、
すなわち SET END、BANK、SWING、KYBD
および STEP など、別のシーケンサー

コントロールへのアクセスに使用しま
す。SHIFT を長押ししながら他のスイ
ッチを同時に押します。例えば、SHIFT
+ PATTERN (BANK) では、LOCATOR LED ラ
イトに現在のバンク番号が表示され
ます。

RESET/ACCENT（リセット／アクセン

ARP (SET END)（アルペジオ– エンドを
設定- ）- ARP（アルペジオ）を押して

PLAY/STOP（プレイ／ストップ）– パタ

ライトのいずれかを押します。異なる
バンク番号に変更するには、SHIFT と
BANK を長押ししながら、いずれかの
STEP ボタン（1 〜8）を押すか、小さな
パターン番号へ変更するには <KYBD
を、大きいパターン番号へ変更するに
は STEP> を押します。

長）– シーケンサーのテンポを調節す
るノブです。ステップ編集時は、ゲー
トの長さも調節します。SHIFT キーをホ
ールドしながら操作すると、SWING（ス
ウィング）も調節します。
ーンプレイバック中に、現在のステッ
プをホールドします。ステップ編集時
には休符を入力できます。

(8)

）-下記の通り、現在のパターンまたは
バンク番号にアクセスするのに使用す
るボタンです：

BANK（バンク）: SHIFTおよび PATTERN
ボタンの両方と、8 つの LOCATION LED

TEMPO/GATE LENGTH（テンポ／ゲート

HOLD/REST（ホールド／レスト）– パタ

PATTERN (BANK) -（パターン – バンク-

現在のパターンナンバーに対応した
番号（1〜8 のいずれか）が点灯しま
す。別のパターン番号に変更するに
は、PATTERN ボタンをホールドしたま
ま、任意の STEP ボタン（1〜8）を押す
か、小さなパターン番号へ変更するに
は <KYBD を、大きいパターン番号へ
変更するには STEP> を押します。

Sequencer（シーケンサー部）

ロック信号を接続できます。

ク／クロック信号を出力します。

(5)

注意：LOUDNESS（ラウドネス）、FILTER
（フィルター）およびOSCILLATOR（オシ
レーター）は、Behringer FCV100 V2 また
は FC600 V2 エクスプレッションペダル
(CV極性をTRSにセットし、TRSコードを
使用) でも制御できます。

AFTER PRESSURE（アフタープレッシャ

PITCH（ピッチ）-現在のピッチに基づ
いて CV を出力します(ノート C2 で 0V

OSCILLATOR（オシレーター）– 4 つのオ
シレーターの周波数を、外部 CV で調
節できます。

を出力)。

DC INPUT（DC入力）– 付属の12V DC 電

源アダプターをここに接続します。電
源アダプターは、100V〜240V、50 Hz/60
Hz に対応した AC コンセントに接続し
ます。必ず付属のアダプターのみをご
使用ください。

(14)

調節します。

POWER（電源）– シンセサイザーの電

Rear Panel (背面パネルl)
(40)

(43)

ヘッドフォン）出力の全体的な音量レ
ベルを調節します。

です。ヘッドフォンを使用する際は、ヘ
ッドフォン音量が下がっていることを
確認してから、装着してください。

CHORUS (コーラス) 部
付加します。コーラス効果はステレオ
で強調されします。

SEQUENCER (シーケンサー)– 詳しくは
16 ページをご覧ください。

(37)

ムと減衰タイムの経過後、信号がサス
テインする音量レベルを調節します。

CHORUS （
I コーラスI）-質感と空間感を

MIDI THRU（MIDI スルー）– MIDI 入力
から受信した MIDI データを別の機器
へパススルーする時に使用する、5 ピ
ン DIN ジャックです。

ンをオン／オフします。

(36)

(10)

ます。

ON/OFF（オン／オフ）– ディストーショ

OUTPUT（出力）部

(2) (3)(4)(5)

MIDI OUT（MIDI 出力）– この 5 ピン
DIN ジャックは MIDI データを出力し

力レベルを調節します。

(35)

MIDI IN（MIDI入力）– 外部ソースから
の MIDI データ受信に使用する、5 ピ
ン DIN ジャックです。一般的に、MIDI

キーボード、外部ハードウェアシーケ
ンサー、MIDI インターフェイス装備の
コンピューター等を接続します。

LEVEL（音量）– ディストーションの出

SUSTAIN（サステイン）– アタックタイ

(33)

ストーションの量を調節します。
ーンを調節します。

DECAY TIME（減衰タイム）– アタックタ

イム経過後、信号がサステイン音量レ
ベルまで減衰するのに要する時間を
調節します。DECAY スイッチがオンの
時は、ノートのリリース後、最小レベ
ルになるまでの時間となります。

DISTORTION（ディストーション）– ディ
TONE（トーン）– ディストーションのト

CUTOFF FREQUENCY（カットオフ周波

数）– フィルターのカットオフ周波数
を調節します。

(42)

(7)

PAGE（ページ）– 各パターンの長さは
最大 32 ステップです。このスイッチで
は1ページあたり 8 ステップ、合計 4 ペ
ージを表示できます。現在のページは
LOCATION LED ライト 1 から 4 で表示さ
れます。パターンのプレイ中、現在の
ページ内で使用されているステップ
は STEP LED ライトに表示されます。

(14)

ーンのプレイバックをスタート／ストッ
プします。SHIFT をホールドした状態で
このボタンを押すと、パターンの保存
手順を開始します。
押すと新規パターンのレコーディング
を開始します。このボタンも、パター
ン保存手順において SHIFT と併用
します。

ン）– パターン番号、バンク番号、現
在のページ、およびゲート長など様々
な詳細を表示する、
マルチカラーの
LED ライトです。
時に押して、シーケンサーモードとキ
ーボードモードを切り替えます。
に押して、シーケンサーをステップモ
ードに切り替えます。

各パターンステップの閲覧と選択、パ
ターン番号選択、パターンバンクの
選択ができる、
マルチ機能スイッチで
す。パターンのレコーディング中、現
在のステップを表示するのに使用しま
す。有効になっているステップは LED
が赤色に継続点灯し、現在のステップ
は赤色に点滅します。

GLIDE（グライド）ノブ– ステップ編集
時、このノブで現在のステップを 1、
2、3 または 4 つのパートに分け、ラチ
ェットを追加します。 SHIFT（シフト）

を長押ししながらノブを回すと、現在
のステップを、LOCATOR LED（黄色）1〜4
に表示される数字に応じたパート数
に分割します。

(15)

GLIDE（グライド）スイッチ – GLIDE スイ

ッチをオンにしていなくても、ラチェッ
トは作用します。
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POLY D はじめに
ステップ 3: はじめに

OVERVIEW 概要
この“スタートアップガイド”では、POLY D ア
ナログシンセサイザーのセットアップ方
法、およびその機能を簡潔にご紹介しま
す。

CONNECTION 接続
ご使用のシステムへ POLY D の接続に関し
ましては、本書の前半にある接続ガイド図
をご参照ください。

SOFTWARE SETUP ソフトウェア セットアッ
プ

POLY D は USB クラスコンプライアントの
MIDI 機器ですので、ドライバーのインスト
ールは不要です。Windows および MacOS 機
器で POLY D を使用する場合、追加のドライ
バーは不要です。

“Synthtool.exe” アプリケーションにより、
MIDI チャンネル番号を選択し、お好みに合
わせて POLY D の様々なパラメーターを設
定および調節できます。SysEx コマンドも使
用できます。本マニュアル末尾の情報をご
参照ください。

HARDWARE SETUP ハードウェア セットア
ップ

お使いのシステムの接続をすべて完了し
ます。
必ず付属の電源アダプターを使用し
て、POLY D に電源を供給します。お使いの
サウンドシステムの電源がオフになってい
るのを確認します。POLY D 電源スイッチを
オンにします。

WARM UP TIME ウォームアップ時間
レコーディングまたはライブパフォーマン
スを開始する前に、POLY D に 15 分以上の
ウォームアップ時間を確保していただくこ
とを推奨いたします（寒い場所から運び込
んだ場合は、ウォームアップ時間をさらに
延長してください）。上記の実践により、精
密アナログ回路が通常動作温度に達する
時間を確保でき、精確なパフォーマンスを
発揮できます。

MIXER ミキサー 部
POLY D には 4 つのオシレーター、内蔵ノイ
ズジェネレーター、および外部ソース入力
があります。このいずれか、または任意の
組み合わせを使用して、POLY D のサウンド
を生み出します。
ミキサー部では、上記のソースをオン／オ
フ、また各音量を調節し、全体的なミック
スを作成します。まず、一番上のオシレー
ター 1 をオンにし、他をすべてオフにしま

す。オシレーター 1 の音量コントロールを
調節します。
「OUTPUT（出力）」部で、メイ
ン音量を調節します。この状態で、キーボ
ードでノートを演奏すると、オシレーター
1 のサウンドのみが聞こえるはずです。他
のオシレーター、ノイズをオンにし、各音
量コントロールを調節して、ミックスを作
成します。

MODE（モード）スイッチが ”POLY” になっ
ている場合、最初のノートが Oscillator 1
をプレイし、ノートを 2 つプレイすると
Oscillator 1 および 2、ノートを 3 つプレイす
ると Oscillator 1、2 および 3、ノートを 4 つ
プレイすると Oscillator 1、2、3、および 4 が
プレイされます。

OSCILLATOR オシレーター 部
オシレーター部の「RANGE（レンジ）」ノブ
を操作すると、多彩なオクターブのサウ
ンドが聴こえます。波形タイプを操作し、
違いをよくお聴きください。オシレーター
モジュレーション スイッチを押すと、オシ
レーターの周波数を、モジュレーションミ
ックスによって変調させることができま
す。OSC4 スイッチは、キーボードで演奏す
るノートや、モジュレーション／ピッチホイ
ールの操作が、OSC4 の周波数に作用する／
しないを切り替えます。
注：TUNE ノブと OSCILLATOR 2、3、および 4
FREQUENCY ノブには、半音のガイドマーク
があります。

FILTER フィルター 部
「CUTOFF FREQUENCY（カットオフ周波数）」、
「EMPHASIS（強調）」、および「CONTOUR（コ
ンター）」の各ノブを回して、サウンドにど
のような効果が現れるかをお聴きくださ
い。
「ATTACK（アタック）」、
「DECAY（減衰）」
、そして「SUSTAIN（サステイン）」を調節しま
す； これらの設定は、ノート演奏中のカッ
トオフ周波数の時間的変化に作用します。

2 つの「KEYBOARD（キーボード）」スイッチ

は、演奏されたノートの周波数によって、
フィルターが受ける影響の度合いに作用
します。
「FILTER MODULATION（フィルターモジュレー
ション）」スイッチがオンの場合、フィルタ
ー部は、モジュレーションミックスによって
変調します。

LOUDNESS CONTOUR ラウドネスコンター 部

ARPEGGIATOR アルペジエーター

HAVE FUN さあ、楽しくご使用ください

ラウドネスコンター部では、
「ATTACK
（アタック）」、
「DECAY（減衰）」、そして
「SUSTAIN（サステイン）」を調節します；
ノート演奏中の、時間経過にしたがう全体
的な音量変化に作用します。ラウドネス部
のディケイスイッチは、ノートをリリース後
の音量減衰に作用します。

アルペジエーターを使用するには、シーケ
ンサー部の ARP スイッチを押します:

POLY D は、様々なゲートおよび CV 入力・出

CONTROLLERS コントローラー 部

アルペジエーターのレートは、TEMPO / GATE
LENGTHコントロールで設定します。

まず 2 つのスイッチで、内蔵 LFO／内蔵ノ
イズのいずれか、OSC4／フィルターエンベ
ロープのいずれかを、それぞれ選択した
後、
「MODULATION MIX（モジュレーションミ
ックス）」ノブで双方を任意にミックスし
ます。
まず試しにスイッチを OSC4 にし、
「MODULATION MIX」ノブを OSC4 の方に回し
ます。そして OSC4 のレンジコントロールを
LO にし、
「OSCILLATOR MODULATION（オシレー
ターモジュレーション）」スイッチをオンに
します。この状態で聞こえるのは、OSC4 に
よって変調された、OSC1 のサウンドです。
モジュレーションホイールを使用して、エフ
ェクトを増幅します。
「FILTER MODULATION（フィルターモジュレ
ーション）」スイッチがオンの場合、フィル
ターへの変調効果を注意してお聴きくだ
さい。

SEQUENCER シーケンサー 部
詳しくは 14 ページをご覧ください。

1. 度押すとアルペジエーターをプレイし
ます (ノートをリリースするとストップ
します)。

2. HOLD（ホールド）と ARP を押すと、アル
ペジオをホールド します。

アルペジエーターノートの演奏順には 8 種
類あり、アルペジエーターのプレイ中 に
<KYBD または STEP> のいずれかを押す こ
とで変更できます。LOCATION LED には現 在
の順番、1~8 が表示されます:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

アップ 1
ダウン1

ダウンとアップ
ランダム

アップ (+1 OCT)

ダウン (+1 OCT)

アップ (-10月1日)

ダウン (-10月1日)

FIRMWARE UPDATE ファームウェアアップ
デート

当社ウェブサイト behringer.com を定期的に
ご覧になり、POLY D シンセサイザーのファ
ームウェアアップデートの有無をご確認く
ださい。ファームウェアファイルはコンピ
ューターへダウンロードおよび保存してか
ら、POLY D のアップデートにご使用くださ
い。ファームウェアのアップデート手順に
は、指示が詳しく表示されます。

力を搭載しているため、幅広く実験でき、
別の POLY D やモジュラーシンセサイザーユ
ニットとの拡張性も備えています。
本マニュアル巻末のパッチシートをコピー
していただき、お好みのセッティングをご
記録ください。
多彩なコントロール類で、新しい絵の具を
得た芸術家のように、無限の音楽的創造
性が広がることでしょう。新しい POLY D を
心ゆくまでお楽しみいただけることを、当
社一同願っております。
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POLY D シーケンサーの操作
PAGE を押して、1 から 4 までのパターン
ページを表示します。Shift キーと PAGE
キーを押して、自動ページめくりに戻
ります。

SHIFT と ARP/SET END と STEP を押して、

シーケンスの終了ステップを変更しま
す。
再生/停止して再生を一時停止します。

6. PLAY/STOP を押します。
パターンを保存する

1. 現在のパターン番号の LOCATOR LED がゆ
っくりと緑色に点滅し始めるまで、SHIFT
+ PLAY/STOP を 2 秒間押し続けます。
シーケンサーの概要
以下の詳細は、シーケンサーの基本的な
操作の一部を示しています。より複雑なパ
ターンを試す前に、2 または 3 ステップの
短いパターンを作成できます。ゲートの長
さ、ラチェット、アクセント、グライド、レス
ト、タイ、スイングなど、一度に 1 つのパラ
メーターを調整し、再生中にその効果を聞
きます。
ソースが1つだけで、VCO や VCF を変調しな
いなど、シンセサイザーの簡単な設定を選
択すると便利です
シンプルなパターンの録音

1. Shift キーと <KYBD を押して、キーボー
ドモードを選択します。

2. SHIFT 、RESET 、PATTERN を同時に押して、

現在のパターンを初期化します。これに
より、現在のパターンの前のステップが
すべて削除されます。

3. REC を押すと、STEP 1 スイッチの LED が

点滅し始め、これが追加および編集さ
れようとしている現在のステップであ
ることを示します。
（REC を選択できな
い場合は、手順 1 を繰り返します。）

4. キーボードの任意の音符を押すか、
以下に示すように残りを押します。

5. メモの代わりに休符を入力するに
は、HOLD/REST スイッチを押します。休
符を追加すると、LOCATOR LED 8 が点灯
します。

6. さらにメモを押します。次の STEP スイッ
チ LED は、各音符または休符が追加さ
れた後に点滅します。

7. ステップのゲート長は、TEMPO/GATE
LENGTH コントロールを使用して調整で
きます。LOCATOR LED が赤に変わり、ゲー
ト長が 1〜8 であることを示します。
8 に設定すると、次のステップとのタイ
が作成されます。次のステップが同じ
音符である場合、2 つのステップが結
びついているため、これにより長い音
符が作成されます。

8. 「ラチェット」を作成するには、SHIFT を
押しながら GLIDE コントロールを回しま
す。ロケーター LED は、1から4までのラ
チェットの数を黄色で表示します。た
とえば、設定が 4 の場合、単一のステ
ップは4つの等しい部分に分割されま
す。ラチェットをかけると、LOCATION LED
6 が点灯します。

9. ステップで GLIDE をオンにするに
は、GLIDE コントロールを上げます。オ

フにするには、完全に下げます。ステッ
プで GLIDE がオンになると、LOCATION LED
5 が点灯します。

10. 明るさやアクセントを上げるに
は、RESET/ACCENT スイッチを押します。
アクセントを付けると、LOCATION LED 7
が点灯します。

11. パターンの作成が終了したら、RECを押

します。まだ保存されていませんが、再
生することはできます。注意：本機の
電源を切ったり、新しいパターンを作
成したりしないでください。現在の未
保存のパターンが失われます。

パターンを再生する

1. PLAY/STOP を押して、現在のパターンを
聴きます。

2. 保存しない場合は、上記の録音手順

を繰り返して、新しいパターンを録音
することができます。または、PATTERN
と RESET を押して、現在保存されてい
るパターンを呼び出し、変更を破棄し
ます。

3. パターンを保存する場合は、以下の「

パターンを保存する」の手順を踏む必
要があります。そうしないと、新しいパ
ターンを開始したり、電源を切ったりし
ても、メモリに残りません。

4. このパターンの SWING を作成するに
は、Shift キーを押しながら TEMPO/GATE
LENGTH コントロールを調整します。

中央の位置では、スイングは適用され
ません。下げた場合はオフビートのみ
が再生され、完全に上げた場合はオン
ビートのみが再生されます。以下のよ
うにパターンを保存すると、パターンの
SWING 設定が保存されます。

5. パターンを演奏している間：
HOLD/REST を押して、現在のステップを
保持します。

RESET/ACCENT を押して、手順1に戻
ります。

Shift キーと任意のステップを押すと、

ゲートの長さ、レスト、アクセント、ラチ
ェット、グライドを編集できますが、メ
モはできません。Shift キーと同じ STEP
をもう一度押して、ステップ編集を終
了します。
（再生を一時停止した場合、
同じ操作でノートを編集することもで
きます。

2. STEP スイッチ 1〜8 を押して、新しい希
望のパターン番号を選択します。

3. PATTERN + STEP スイッチ1〜8を押して、希
望のバンク番号を選択します。

4. Shift + REC を押してパターンを保存し、
保存モードを終了します。

保存されたパターンのリコール

1. PATTERN を押し続けます。 LOCATION LED

は、現在のパターン番号を示します。
<KYBD または STEP> スイッチを使用して
パターン 1 〜 8 を上下に移動するか、
STEP スイッチ 1 〜 8 を押します。パタ
ーンの再生中にこれを行うこともでき
ます。

2. SHIFT と PATTERN を押し続けます。
LOCATION LED は、現在の銀行番号を示し
ます。 <KYBD または STEP> スイッチを
使用してバンク 1 〜 8 を上下に移動す
るか、STEP スイッチ 1 〜 8 を押します。
パターンの再生中にこれを行うことも
できます。

3. PLAY/STOP を押して、現在のパターンを再
生します。

4. 再生中、LOCATION LED はパターンの現
在のページ（ 1 から 4 ）を示し、STEP ス
イッチ LED は移動するステップを示し
ます。

ライブパフォーマンス
再生中、一時的な調整は次のように行うこ
とができます。
（これらはいずれもパターン
とともに保存されません。）

1. パターンのすべてのステップにラチェッ
トを追加するには、 Shift キーを押しな
がら GLIDE コントロールを調整します。
2. SWING を追加するには、 Shift キーを押
しながら TEMPO コントロールを調整し
ます。

3. パターンをミュートするには、SHIFT +
HOLD/REST を押します。
4. すべてのステップにアクセントを追加
するには、SHIFT + RESET/ACCENT を押し
ます。

パターンの編集

1. キーボードモードでパターンを編集す
るには、REC を押します。STEP スイッチの
LED が点灯します。

5. Shift キーを押しながら、STEP スイッチの

いずれかを同時に押します。点滅し始
め、編集しようとしている現在のステッ
プであることを示します。これで、ラチ
ェット、グライド、アクセント、ゲート長
の変更など、キーボードモードでメモや
休符、または上記の他の機能を追加で
きます。

6. Shift キーと現在の STEP スイッチを押し

て、そのステップの編集を終了します。
点滅が止まります。

2. PAGEを押して、編集する 1〜4 のパターン
ページを選択します。緑の LOCATION LED
1〜4 は、現在のページを示します。

7. 必要なすべての手順が完了するまで、
上記の手順 5 と 6 を繰り返します。

3. Shiftキーを押しながら、編集する STEP

8. PLAY/STOP を押してパターンを再生し

スイッチを押します。新しい音符または
休符を入力し、ラチェット、グライドの
オン/オフなどの他のパラメーターを調
整できます。

4. SHIFT を押して、編集する次の STEP スイ
ッチを押します。
（ステップは自動的
に次のステップに進むことはありませ
ん。次に編集するステップを選択でき
ます。）

5. REC を押して編集モードを終了します。
6. PLAY/STOP を押して、編集したパターンを
聴きます。

7. 上記の「パターンの保存」手順を使用し
てパターンを保存することを忘れない
でください。

ステップモードでのパターンの作成

1. SHIFT と STEP >を押して、シーケンサー
の STEP モードを選択します。点滅して
いる LOCATION LED が緑色（キーボードモ
ード）から黄色（ステップモード）に変
わります。

2. SHIFT、RESET、PATTERN を同時に押して、現
在のパターンを初期化します。これによ
り、現在のパターンの前のステップがす
べて削除されます。
（代わりに現在のパ
ターンを使用する場合は、初期化しな
いでください。）

3. PAGE を押して、パターンの目的のペー
ジに移動します。次に、SET END と STEP

スイッチを押して、パターンの長さを選
択します。たとえば、1ページにいて SET
END + 8 を押すと、パターンの長さは8ス
テップになります。PAGE を押してページ
4に到達し、SET END + 8 を押すと、パター
ンの長さは 32 ステップになります（各8
ステップの 4 ページ）。

4. 希望の SET END を選択すると、そのステ
ップまでのすべての STEP スイッチ LED
が赤く点灯します。

ます。

9. 再生中に、上記の「ライブパフォーマン
ス」の手順に示すように一時的な調整
を追加できます。

ステップモードでパターンを保存する

1. STEP モードで作成されたパターンは、
このモードでは保存されません。

2. 保存したい場合は、Shift + <KYBDを押し
てキーボードモードに戻します。

3. 注意：本機の電源を切ったり、新しい

パターンを作成したりしないでくださ
い。現在の未保存のパターンが失われ
ます。

4. 上記の KEYBOARD モードの「 SAVING A
PATTERN 」の手順でパターンを保存し
ます。
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POLY D

POLY D システム専用データシート
”Synthtool.exe” アプリケーションを使用すると、 MIDI チャンネル番号を選択したり、 POLYD のさまざまなパラメーターを好みに合わせて

パケット番号

SysEx パケット

機能

注意

デフォルト

設定および調整したりできます。

24

F0 00 20 32 00 01 0c DID 24 nn F7

タッチ後のキーボー
ドの MIDI 出力を設
定する

nn = [0 – 1 PPS、1 – 2 PPQ、2 – 24 PPQ、3- 48 PPQ]

[3- 両方]

SYSEX を介した値の設定
SysEx メッセージを使用してグローバル値を設定するには、次のデータ形式を使用します。
F0 00 20 32 00 01 0c aa bb ccD0…DnF7

25

F0 00 20 32 00 01 0c DID 25 nn F7

nn = [0-オフ、1-DIN、
2-USB、3-両方]

nn = [0 –内部、1 – DIN、2 – USB、3 – TRIG]

[3- 両方]

26

F0 00 20 32 00 01 0c DID 26 nn F7

nn = [0-オフ、1-DIN、
2-USB、3-両方

7D

F0 00 20 32 00 01 0c DID 7D F7

工場出荷時の設定
を復元

パラメーターには、 MIDI システムエクスクルーシブ（ SysEx ）コマンドを介してアクセスすることもできます。以下の情報をご覧ください。

00 20 32 =製造 SYSEXID 番号（Behringer GmbH）
00 01 0c = POLYD のモデル ID
aa = デバイスID: 00-0x7F（ハードウェアデバイスIDと一致する必要があります）、またはすべてのデバイスをアドレス指定するには 0x00。
bb = パケット番号
cc = サブパケット番号（一部のメッセージには存在しない可能性があります）。
D0..Dn = パケットペイロード

コマンド例
コマンド

関数

F0 00 20 32 00 01 0c DID 00 01 F7

DID を 1 に設定

F0 00 20 32 00 01 0c 00 0E 01 03 04 F7

MIDI チャンネルを設定します
TX チャネル= 0x3、
RX チャネル= 0x4

F0 00 20 32 00 01 0c 00 0F 18 F7

MIDI IN トランスポーズを +12
(+1オクターブ) に設定

F0 00 20 32 00 01 0c 00 10 00 30 00 F7

設定速度：

コマンドテーブル
パケット番号

SysEx パケット

機能

注意

00

F0 00 20 32 00 01 0c DID 00 nn F7

デバイス ID (DID) を設
定します

n = 設定する DID 、範囲は [0-127] 、0 == 任意

[0]

0E

F0 00 20 32 00 01 0c DID 0E 01 nn mm F7

MIDI チャンネルを設
定する

nn = 設定する MIDITX チャンネル番号、[0-16] の範囲、0 == 任意の

[1]

0F

F0 00 20 32 00 01 0c DID 0F nn F7

mm = 設定する
MIDI RX チャンネル
番号、[0-16] の範
囲、0==任意のチャ

mm = 設定する MIDIRX チャンネル番号、[0-16] の範囲、0 == 任意の
チャンネル。デフォルト値 [1] 。

[1]

チャンネル。

デフォルト

ンネル。デフォルト
値 [1]。

10

F0 00 20 32 00 01 0c DID 10 nn mm pp F7

MIDI IN トランスポーズ
を設定する

nn = 転置値 [0-24] 。転置範囲は -12〜+ 12 であるため、12 は転置な
しです。デフォルト値 [1] 。

nn = [0]

11

F0 00 20 32 00 01 0c DID 11 nn mm F7

ピッチベンド範囲を
設定する

nn = ピッチベンド範囲 [0-24] 、0 –2 オクターブ。
mm を無視する

mm = [0]
pp = [0]

12

F0 00 20 32 00 01 0c DID 12 nn F7

キーの優先順位を設
定する

[0- 低、1- 高、2- 最後]

14

F0 00 20 32 00 01 0c DID 14 nn mm F7

マルチトリガーを設
定する

nn = マルチトリガー [0- オフ、1-オン] 。
mm を無視する

15

F0 00 20 32 00 01 0c DID 15 nn F7

変調曲線を設定し
ます。

nn = 曲線 [0- ソフト、1-中、2-ハード]

[0-ソフト]

16

F0 00 20 32 00 01 0c DID 16 nn F7

Note @zeroCV を設定

[0-127]

[0x24-C2]

17

F0 00 20 32 00 01 0c DID 17 nn F7

MIDI クロック出力を

nn = [0-オフ、1-DIN 、2-USB 、3-両方]

[3-両方]

19

F0 00 20 32 00 01 0c DID 19 nn F7

外部クロックの極性
を設定します

nn = [0-下降、1-上昇]

[1-上昇]

1A

F0 00 20 32 00 01 0c DID 1A nn F7

同期クロックレート
を設定する

nn = [0 – 1 PPS 、1 – 2 PPQ 、2 – 24 PPQ 、3- 48 PPQ]

[2-24 PPQ]

します

設定します

Nn = [nn = 1、
オン]

1B

F0 00 20 32 00 01 0c DID 1B nn F7

同期クロックソース
を設定します。

nn = [0 –内部、1 – DIN 、2 – USB 、3 – TRIG]

[0 –内部]

20

F0 00 20 32 00 01 0c DID 20 nn F7

モジュレーションホイ
ールの範囲

nn = [0-4]

[2-100%]

21

F0 00 20 32 00 01 0c DID 21 nn F7

モジュレーションホイ
ールの MIDI 出力を設
定する

nn = [0-オフ、1-DIN 、2-USB 、3-両方]

[3-両方]

22

F0 00 20 32 00 01 0c DID 22 nn F7

ピッチホイールの
MIDI 出力を設定する

nn = [0- オフ、1-DIN 、2-USB 、3-両方]

[3-両方]

23

F0 00 20 32 00 01 0c DID 23 nn F7

キーボードの MIDI 出
力を設定する

nn = [0- オフ、1-DIN 、2-USB 、3-両方]

[3-両方]

nn = [0- オフ、1-DIN 、 2-USB、3-両方]

[3-両方]

ベロシティノートオン=ダイナミック
ベロシティノートオフ= 48
速度曲線=ソフト

F0 00 20 32 00 01 0c 00 11 08 00 F7

ピッチベンド範囲を 0x8 に設定

F0 00 20 32 00 01 0c 00 12 01 F7

キーの優先度を高く設定=高

F0 00 20 32 00 01 0c 00 14 01 00 F7

マルチトリガーをオンに設定=オン

F0 00 20 32 00 01 0c 00 15 02 F7

変調曲線を設定します。=ハード

F0 00 20 32 00 01 0c 00 16 3C F7

Note @zero CV = 0x3C（note C4）を設定します

F0 00 20 32 00 01 0c 00 17 00 F7

MIDI クロック出力をオフに設定します

F0 00 20 32 00 01 0c 00 19 00 F7

外部クロックの極性を FALLING に設定し
ます

F0 00 20 32 00 01 0c 00 1A 02 F7

同期クロックレートを 24PPQ に設定

F0 00 20 32 00 01 0c 00 1B 02 F7

同期クロックソースを USB に設定

F0 00 20 32 00 01 0c 00 20 02 F7

モジュレーションホイール範囲 100％

F0 00 20 32 00 01 0c 00 21 00 F7

モジュレーションホイールの MIDI 出力を

OFFに設定します
F0 00 20 32 00 01 0c 00 22 01 F7

ピッチホイールの MIDI 出力を DIN に設定
します

F0 00 20 32 00 01 0c 00 23 02 F7

キーボードの MIDI 出力を USB に設定

F0 00 20 32 00 01 0c 00 24 03 F7

タッチ後のキーボードの MIDI 出力を両方
に設定します

F0 00 20 32 00 01 0c 00 25 02 F7

シーケンサーの MIDI 出力を USB に設定

F0 00 20 32 00 01 0c 00 26 01 F7

アルペジエーターの MIDI 出力を DIN とし
て設定します

F0 00 20 32 00 01 0c 00 7D F7

工場出荷時の設定を復元
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POLY D

技術仕様
シンセサイザーアーキテクチャ

声の数

オシレーターバンク

モノフォニック/ユニゾン/ポリ
フォニック（4ボイス）、切り替
え可能

タイプ

アナログ

発振器

4（0.1 Hz〜20 kHz、6つのオーバーラ
ップ範囲）

範囲（OSC 1、2、3、および4): LO/
32 '/ 16'/8 '/4'/2 '、選択可能
周波数（OSC 2、3、および4: -7〜
+7、調整可能
ノブ

1（0.05 Hz〜200 Hz）

LFO

スロープ
封筒

VCA, VCF

MIDI チャンネル

16

接続性

MIDI イン/アウト/スルー

5 ピン DIN

USB (MIDI )

タイプ B

主な出力

2 x 1/4 "TRS 、サーボバランス

最大 出力レベル

-16 dBu

インピーダンス

100 Ω

外部信号入力

スイッチ

1 MΩ

外部vトリガー入力

1 x 1/4" TS, 不平衡, +5 V

同期

2 x 1/4" TS、入力および出力、不平
衡 +5 V

ヘッドホン

1 x 1/4" TRS, ステレオ

最大 出力レベル

-4 dBu

出力インピーダンス

110 Ω
1 x 1/4" TS、不平衡、0 〜 +5 V

フィルタ

1 x 1/4" TS、不平衡、0 to +5 V, 1 V/oct.

発振器

1 x 1/4" TS、不平衡、±5 V

モジュレーションソース

1 x 1/4" TS, アンバランス

ノブ

1 x 1/4" TS、不平衡、0 〜 +5 V

ピッチ

1 x 1/4" TS、不平衡、-3 〜 +7 V

Vトリガー

1 x 1/4" TS、不平衡、+5 V

速度

1 x 1/4" TS、不平衡、0 to +5 V

コントローラーセクション

調整: -2〜 + 2、調整可能

スイッチ

モジュレーションミックス: （OSC
4 /フィルターEG）から（ノイズ/
エクステンションモッドソース/
LFO）、調整可能

指標

フィルター強調: 0 から 10、調
整可能
ノブ

スイッチ

フィルターモード: ローパス/ハ
イパス
スイッチ

フィルターモジュレーション: オ
ン/オフ
キーボードコントロール1: オン
（1/3）/オフ
キーボードコントロール2: オン
（2/3）/オフ

導いた

ノブ

モジュレーションソース: ノイズ
または外部モジュレーションソ
ース/ LFO

スイッチ

減衰: 4ミリ秒から> 35秒、調
整可能
虫歯: オン/オフ

コーラスII: オン/オフ
コーラスI: コーラスII
ボリューム： 0 から 10 、調整
可能
ヘッドホンの音量：0〜10、調
整可能

スイッチ

電源：オン/オフ

導いた

力

シーケンサーセクション

ステップ数

最大 32 ステップ/パターン

パターン数

最大 64 パターン

メモリストレージ

8 バンク 8 パターン/バンク

ノブ

テンポ/ゲート長/スイング
ホールド/休憩
リセット/アクセント

Arp/セットエンド
パターン/バンク
スイッチ

シフト
ページ
再生/停止
記録
キーボードモード
ステップモード

LED

8xロケーション10xバックライト
スイッチ

LFO セクション
ノブ

LFOレート: 0から10、調整可能

スイッチ

LFO波形: 三角/平方

導いた

LFOレート

キーボードとコントロール

ホイール

ピッチ
変調

輪郭の量: 0から10、調整可能
攻撃: 1ミリ秒から10秒、調整
可能

歪みのオン/オフ

出力セクション

スイッチ

ラウドネス輪郭セクション

WindowsXP 以降

コーラス: オン/オフ

攻撃: 1 ミリ秒から 10 秒、調
整可能

サステイン: 0 から 10、調整可能

クラス準拠の USB2.0、タイプ B

サポートされているオペレーティ
ングシステム

コーラスI: オン/オフ

輪郭の量: 0 から 10、調整可能

減衰: 4 ミリ秒から> 35 秒、調
整可能

タイプ

トーン: 0から10、調整可能

コーラスセクション

過負荷LED
カットオフ周波数: -4〜 +4、調
整可能

ノブ

自動湿し: オン/オフ

ノイズ: オン/オフ

USB
歪み: 0から10、調整可能
レベル: 0から10、調整可能

スイッチ

フィルターセクション

モジュレーションソース: OSC 4 /フ
ィルターEG

モード: モノラル/ユニゾン/ポリ

外部入力: オン/オフ
ノイズ源: ピンク/ホワイト

グライド: 0から10、調整可能
ノブ

音量（外部入力）：0〜10、調
整可能

OSC 1、2、3、および4: オン/オフ
スイッチ

ノブ

による）オン/オフ

音量（ノイズ）：0〜10、調整
可能

内部統制出力
圧力後

OSC 4コントロール（キーボード

ボリューム（OSC 1、2、3、および4
）：0〜10、調整可能

外部制御入力
ラウドネス

オシレーター変調のオン/オフ

ミキサーセクション

1/4 "TS 、アンバランス

インピーダンス

波形（OSC 1、2、および3）：三角/
三角鋸/鋸/正方形/ワイドパル
ス/ナローパルス、選択可能
波形 (OSC 4): 三角/逆鋸/鋸/正
方形/ワイドパルス/ナローパル
ス、選択可能

1xローパス/ハイパスフィルター、
切り替え可能、24 dB / oct。

VCF

歪みセクション

グライドオン/オフ
1オクターブ上/下に移調

キーボード

37、ベロシティ付きのセミウェイ
ト、フルサイズのキー

Mac OS X10.6.8 以降

電力要件

外部電源アダプター

12 VDC 1000 mA

消費電力

最大 10 W

環境

動作温度範囲

5°C – 40°C （41°F – 104°F）

物理

寸法 (HxWxD)

90 x 648 x 361 mm
(3.5 x 25.5 x 14.2 ")

重量

10.2 kg 斤 (22.5 lbs)

MIDI チャンネル
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POLY D

その他の重要な情報
その他の重要な情報
1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:

ユニットをパワーソケットに接続する前
に、各モデルに対応した正しい主電源を
使用していることを確認してください。
ユニットによっては、230 V と 120 V の
2 つの違うポジションを切り替えて使う、
ヒューズの格納部を備えているものが
あります。正しくない値のヒューズは、
絶対に適切な値のヒューズに交換されて
いる必要がありま す。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様
のお近くにないときは、musictribe.com の
“Support” 内に列記されている、お客様の国
の Music Tribe ディストリビューターにコン
タクトすることができます。お 客様の国
がリストにない場合は、同じ musictribe.com
の “Support” 内にある “Online Support” でお客
様の問題が処理できないか、チェックし
てみてください。あるいは、商品を返送
する前に、musictribe.com で、オンラインの
保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コー

ドを接続する前に、本製品に適切な電圧
を使用していることをご確認ください。
不具合が発生したヒューズは必ず電圧お
よび電流、種類が同じヒューズに交換す
る必要があります。

クイックスタートガイド
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We Hear You

