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(JP) 安全指示
1.  これらの指示をお読みく
ださい。
2.  これらの指示を守ってく
ださい。
3.  すべての警告に注意して
ください。
4.  すべての指示に従ってく
ださい。
5.  この装置を水の近くで使
用しないでください。
6.  乾いた布でのみ拭いてく
ださい。
7.  換気口をふさがないでく
ださい。製造元の指示に従っ
てインストールしてください。
8.  ラジエーター、ヒートレジ
スター、ストーブ、または熱を
発生するその他の装置 (アン
プを含む) などの熱源の近く
に設置しないでください。
9.  製造元が指定したアタッ
チメント/アクセサリのみを使
用してください。

10.  製造元
が指定した、
または装置と
一緒に販売さ
れたカート、
スタンド、三

脚、ブラケット、またはテーブ
ルでのみ使用してください。
カートを使用する場合は、カ
ートと装置の組み合わせを移
動するときに、転倒による怪
我を防ぐように注意してくだ
さい。

11.  この製品の正
しい廃棄: この記
号は、WEEE 指令 
(2012/19 / EU) および
国内法に従って、
この製品を家庭ご

みと一緒に廃棄してはならな
いことを示しています。この製
品は、廃電気電子機器 (EEE) の
リサイクルを許可された収集
センターに持ち込む必要があ
ります。この種の廃棄物の取
り扱いを誤ると、一般に EEE に

関連する潜在的に危険な物質
が原因で、環境と人間の健康
に悪影響を与える可能性があ
ります。同時に、この製品の正
しい廃棄にご協力いただくこ
とで、天然資源の効率的な利
用に貢献します。廃棄物をリ
サイクルする場所の詳細につ
いては、最寄りの市役所また
は家庭ごみ収集サービスにお
問い合わせください。
12.  本棚などの狭い場所には
設置しないでください。
13.  火のともったろうそくな
どの裸火源を装置の上に置か
ないでください。
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DUAL-PHASE コントロール
SWEEP GENERATOR 1（スイープジェネレーター 1）部
(1) RATE（レート）- このノブを使用してスイー

プジェネレーター 1 の発振レートを調節し
ます。発振周波数範囲は、1 秒間あたりの
発振数約 1〜18 です。  

(2) MAN/CV（手動／コントロールボルテージ）- 
RATE（レート）ノブ (MAN) と、CV1 ジャックに
接続されたエクスプレッションペダル (CV)
のいずれを、スイープレートの制御に使用
するかを選択するロッカースイッチです。

(3) SHAPE（シェイプ）- スイープジェネレータ
ー 1 の発振波形を、サイン波とスクエア波
のいずれかより決定するロッカースイッチ
です。 

SWEEP GEN 2（スイープジェネレーター 2）部 

(4) RATE（レート）- このノブを使用してスイー
プジェネレーター 2 の発振レートを調節し
ます。発振周波数範囲は、1秒間あたりの
発振数約 1〜18 です。 。 

(5) SHAPE（シェイプ）- スイープジェネレーター 
2 の発振波形を、サイン波とスクエア波の 
いずれかより決定するロッカースイッチ 
です。 

PHASOR A（フェイザーA）部
(6) LED（オン／オフ）- フェイザーA の有効時に

点灯する、LED インジケーターライトです。 
(7) DEPTH（デプス）- モジュレーション回路で

スイープする周波数範囲を制御するノブ 
です。デプスの値を大きく設定すればする
ほど、周波数のレンジが広くなり、フェイズ
効果が強くなります。 

(8) FEEDBACK（フィードバック）- フェイズエフェ
クトに戻す信号の量を制御します。フィード
バックを多く加えるほど、鋭利ではっきりと
したフェイズサウンドとなります。 (20) (19) (18) (21) (22)

(1)

(6)

(7)

(8)

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

(11)

(12)

(14)

(15)

(13)

(9)

(10) (17)(16)

ステップ 1: コントロール
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(9) SWEEP（GEN 1/CV）- スイープ（ジェネレータ
ー 1/CV）- スイープジェネレーター1 (GEN 1) 
と、CV IN（CV 入力）ジャックからのコントロ
ールボルテージ入力（エクスプレッション
ペダルなど）の、いずれをモジュレーション
ソースにするかを決定するロッカースイッ
チです。エクスプレッションペダルを使用し
てモジュレーションレートを制御すると、ワ
ウペダルと同様の効果が得られます。 

(10) フットスイッチ A - このスイッチを押すと、
フェイザーA を有効に／またはバイパスしま
す。フェイザーA 有効時、フェイザーA のLED 
が点灯します。 

PHASOR B（フェイザーB）部 
(11) LED (ON/OFF) - フェイザーB の有効時に点灯す

る、LED インジケーターライトです。 
(12) DEPTH（デプス）- モジュレーション回路で

スイープする周波数範囲を制御するノブ 
です。デプスの値を大きく設定すればする
ほど、周波数のレンジが広くなり、フェイズ
効果が強くなります。 

(13) SWEEP SYNC (NORM/REV) - スイープシンク 
（ノーマル／リバース）- モジュレーション
ソース信号を反転する際に使用するロッカ
ースイッチです（REV 設定時）。スイープジ
ェネレーター1でフェイザーA とフェイザー
B の両方を制御している状態で、ステレオ
フェイズ効果を設定する場合、逆位相設定
（REV）によってステレオ効果を高めること
ができます。 

(14) FEEDBACK（フィードバック）- フェイズエフェ
クトに戻す信号の量を調節します。フィード
バックを多く加えるほど、鋭利ではっきりと
したフェイズサウンドとなります。 

ステップ 1: コントロール (15) SWEEP (GEN 1/GEN 2/CV) - スイープ（ジェネレー
ター1 ／ジェネレーター2 ／CV） -　フェイザ
ーB のモジュレーションソースとして、スイ
ープジェネレーター1 (GEN 1)、スイープジェネ
レーター2、またはCV入力ジャックに接続し
たコントロールボルテージ（CV）のいずれか
を選択する、3 ウェイ回転式スイッチです。 

(16) PHASOR B INPUT (IN A/OUT A/IN B) - フェイザー 
B入力（A 入力／A 出力／B 入力）- フェイザ 
ーB 回路への信号入力を選択する、3 ウェ 
イ回転式スイッチです。A 入力ジャック  
(IN A)、フェイザーA 出力への内部接続  
(OUT A)、または B 入力ジャック (IN B) のい 
ずれかを選択します。 

(17) フットスイッチ B - このスイッチを押すと、
フェイザー B を有効に／またはバイパスに
します。フェイザー B 有効時、フェイザー  
B の LED が点灯します。 

入力／出力／電源部 
(18) IN/OUT A（入力／出力 A）- モノラル信 

号を、フェイザーA 部に入力／フェイザー
A 部から出力する、¼ インチジャックで
す。PHASOR B INPUT（フェイザーB 入力）回転
式スイッチの位置が “IN A” になっている場
合、IN A ジャックからは、フェイザーB 回路
にも信号をルーティングします。フェイザ
ーA の出力 A 信号は、PHASOR B INPUT（フェイ
ザーB 入力）回転式スイッチを ”OUT A” にす
ることで、内部パラレル接続によって直接
フェイザーB 回路へルートすることもでき
ます。 

(19) CV IN（CV 入力）- エクスプレッションペダル
または他のコントロールボルテージソース
を本ジャックに接続し、メインパネルのス
イッチで CV を選択することにより、多彩な
パラメーターを制御します。このジャック
を通じて、スイープジェネレーター1 の発振
（RATE ノブで調節）、フェイザーA のスイー
プスピード、そして／または フェイザーB の
スイープスピードを制御します。 

(20) IN/OUT B（入力／出力 B）- モノラル信号を、
フェイザーB 部に入力／フェイザーB 部から
出力する、¼ インチジャックです。 

(21) POWER（電源）- ユニットのオン／オフを切
り替えるラッチ式スイッチです。 

(22) DC IN（DC入力）- 付属の DC パワーサプライ
を接続するジャックです。 

DUAL-PHASE コントロール
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DUAL-PHASE はじめに 
ステップ 2: はじめに 基本のフェイジング

基本のフェイズ設定では、フェイザーA 出力を直
接フェイザーB にルーティングします。フェイザー
A およびフェイザーB はそれぞれ異なるスイープジ
ェネレーター、すなわちスイープジェネレータ 
ー1）およびスイープジェネレーター2 によって制
御されています。フェイザーB の最終出力は 1 台
のアンプリファーへ送出されます。
(1) パワーサプライを DC IN（DC 入力）ジャック

に接続します。
(2) IN A（入力 A）ジャックにインストゥルメント

を接続します。
(3) OUT B（出力 B）ジャックにご使用のアンプリ

ファーを接続します。
(4) POWER（電源）スイッチを押し、ユニットの電

源をオンにします。
(5) 基本のフェイジングでは、メインパネルの

コントロール類を、下記の要領で設定し
ます：

• • SWEEP GENERATOR 1（スイープジェネレーター1）:
• RATE ノブを1（最小）に設定
• MAIN/CV（メイン／CV）ロッカースイッチの位

置を ”MAIN” に設定
• SHAPE（シェイプ）ロッカースイッチを上側

のサイン波位置に設定
• • SWEEP GEN 2（スイープジェネレーター2）: 

• SHAPE（シェイプ）ロッカースイッチを下側
のスクエア波位置に設定

• RATE（レート）ノブを 4 に設定

• • PHASOR A（フェイザーA）:
• DEPTH（デプス）ノブを 10 (フル)に設定
• FEEDBACK（フィードバック）ノブを 6 に設定
• SWEEP (スイープ - GEN 1/CV) ロッカースイッ

チを上側の ”GEN 1” 位置に設定 
• • PHASOR B（フェイザーB）: 

• PHASOR B INPUT（フェイザーB 入力）回転式ス
イッチを ”OUT A” の位置に設定（フェイザ
ーA 出力をフェイザー B へルーティング）

• SWEEP SYNC (スイープシンク - NORM/REV) ロ
ッカースイッチを上側の “NORM” 位置に
設定 

• SWEEP (スイープ - GEN 1/GEN 2/CV) 回転式ス
イッチを ”GEN 2” の位置に設定（スイープジ
ェネレーター2 オシレーターをフェイザー
B のモジュレーションソースにする） 

• DEPTH（デプス）ノブを 7 に設定
• FEEDBACK（フィードバック）ノブを 9 に設定

(6) フットスイッチ Aおよびフットスイッチ B を
押して、フェイザー A とフェイザーB を有効
にします。各インジケーターLED が点灯し、
両回路が有効になっていることを表示し
ます。

(7) インストゥルメントで軽く演奏して、フェイ
ズ効果を確認します。

(8) 必要に応じて微調整します。まずは、スイ
ープジェネレーター2 の RATE ノブを、設定し
た 4 から少し上げてみることをお勧めしま
す。その後、PHASOR A 部および PHASOR B 部の 
DEPTH および FEEDBACK コントロールを調節し
てみましょう。

ラッシュ フェイジング
ラッシュ フェイジング設定では、フェイザーA 出
力を直接フェイザーB につなげますが、フェイザ
ーA および B はスイープジェネレーター1 で制御
され、スイープジェネレーター2 は効率的に無効
となっています。
(1) 上記の基本フェイジングの手順 1–4 を繰り

返します。
(2) ラッシュ フェイジングでは、メインパネル

のコントロール類を下記の要領で設定し
ます：

• • SWEEP GENERATOR 1（スイープジェネレーター1）:
• RATE（レート）ノブを 2 に設定 2

• MAIN/CV（メイン／CV）ロッカースイッチを 
”MAIN” 位置に設定 

• SHAPE（シェイプ）ロッカースイッチを上側
のサイン波位置に設定 

• • SWEEP GEN 2（スイープジェネレーター2）:
•  無効 (PHASOR B SWEEP - フェイザーB スイー

プスイッチを “GEN 1” に設定)
• • PHASOR A（フェイザーA）:

• DEPTH（デプス）ノブを 10 (フル)に設定
• FEEDBACK（フィードバック）ノブを 8 に設定
• SWEEP (スイープ - GEN 1/CV) ロッカースイッ

チを 上側の ”GEN 1” 位置に設定
• • PHASOR B（フェイザーB）:

• PHASOR B INPUT（フェイザーB 入力）回転式ス
イッチを “OUT A” 位置に設定（フェイザーA
出力をフェイザーB へルーティング）

• SWEEP SYNC (スイープシンク - NORM/REV) ロ
ッカースイッチを上側の ”NORM” 位置に
設定 
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• SWEEP (スイープ - GEN 1/GEN 2/CV)回転式スイ
ッチを ”GEN 1” 位置に設定 

• DEPTH（デプス）ノブを 10 に設定
• FEEDBACK（フィードバック）を 9 に設定

(3) フットスイッチ A とフットスイッチ B の両
方を押して、フェイザーA とフェイザーB を
有効にします。各インジケーターLED が点
灯し、回路が有効になったことを表示し
ます。

(4) インストゥルメントで軽く演奏し、フェイズ
効果を確認します。

(5) 必要に応じて微調整をおこないます。まず
は、スイープジェネレーター1 部の RATE（レ
ート）ノブを、最初の設定より少し上げて
みることをお勧めします。その後、PHASOR A
部および PHASOR B 部の FEEDBACK（フィードバ
ック）コントロールの値を変化させてみて
ください。 

ステレオ フェイジング
ステレオ フェイジング設定では、1 つの入力をフ
ェイザーA とフェイザーB に平行で送信し、平行す
る出力チャンネルから、2 つのアンプリファーへ
ステレオで送出します。デュアルアンプアレンジ
では、2 つのアンプリファー間のステレオの動き
をはっきりと感じられます。
(1) DC IN（DC 入力）ジャックにパワーサプライを

接続します。
(2) IN A（A 入力）ジャックにインストゥルメント

を接続します。
(3) OUT A（A 出力）ジャックに左アンプリファー

（左チャンネル）を接続します。 

ステップ 2: はじめに (4) OUT B（B 出力）ジャックに右アンプリファー
（右チャンネル）を接続します。

(5) POWER（電源）スイッチを押してユニットの
電源をオンにします。

(6) ステレオ フェイジングでは、メインパネ
ルのコントロール類を以下の要領で設定
します：

• • SWEEP GENERATOR 1（スイープジェネレーター1）:
• RATE（レート）ノブを4に設定
• MAIN/CV（メイン／CV）ロッカースイッチを 

”MAIN” 位置に設定
• SHAPE（シェイプ）ロッカースイッチを上側

のサイン波位置に設定
• • SWEEP GEN 2（スイープジェネレーター2）:

• 無効 (PHASOR B SWEEP -フェイザーB スイープ-
スイッチを ”GEN 1” に設定)

• • PHASOR A (フェイザーA - 左チャンネル):
• DEPTH（デプス）ノブを 10 (フル)に設定
• FEEDBACK（フィードバック）ノブを 8 に設定
• SWEEP (スイープ - GEN 1/CV)ロッカーノブを

上側の ”GEN 1” 位置に設定
• • PHASOR B (フェイザーB – 右チャンネル):

• PHASOR B INPUT（フェイザーB 入力）回転式
スイッチの位置を ”IN A“ に設定（すると、
フェイザーB は1つの入力をフェイザーA と
平行で処理します）

• SWEEP SYNC (スイープシンク - NORM/REV) ロ
ッカースイッチを上側の ”NORM” 位置に
設定

• SWEEP (スイープ - GEN 1/GEN 2/CV)回転式スイ
ッチの位置を “GEN 1” に設定

• DEPTH（デプス）ノブを 10 に設定
• FEEDBACK（フィードバック）ノブを 9 に設定

(7) フットスイッチ A とフットスイッチ B の両
方を押して、フェイザーA とフェイザーB を
有効にします。各インジケーターLED が点
灯し、回路が有効になったことを表示し
ます。

(8) インストゥルメントで軽く演奏し、2 台のア
ンプリファーによるステレオ フェイズ効果
を確認します。

(9) まず、SWEEP GENERATOR 1（スイープジェネレー
ター1）部の SHAPE（シェイプ）スイッチを、
下側のスクエア波に切り替えてみてください
（この設定にするとステレオムーブメ 
ントの”ジャンプ”効果がより明確になり
ます）。DEPTH（デプス）および／または 
FEEDBACK（フィードバック）の設定を下げる
と、より微細なステレオムーブメントになり
ます（ステレオ音像のバランスを対称に保
ちたい場合は、フェイザーA およびフェイザ
ーB を等しく調節してください）。 

DUAL-PHASE はじめに 
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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。

その他の重要な情報

技術仕様
信号接続 

入力 A / B 2 x ¼" TS ジャック、アンバランス
インピーダンス 30 kΩ, 不平衡
最大入力レベル +20 dBu

出力 A / B 2 x ¼ "TS ジャック、アンバランス
インピーダンス <470Ω, 不平衡
最大出力レベル +19.5 dBu

CV IN 1 x ¼ " TRS ジャック, 1 V / oct

CV 入力範囲 0 V 〜 + 5 V

コントロール
スイープジェネレーター 1 / 2

割合 2 x ロータリーノブ

制御範囲 0.1 Hz 〜 18 Hz, 調整可能

形 2 x ロッカースイッチ正弦波/方形波, 切り替え可能

フェーザ A

掃く 1 x ロッカースイッチスイープジェネレーター 1 /制御 
電圧, 切り替え可能

深さ 1 x ロータリーノブ

フィードバック 1 x ロータリーノブ

フェーザ B

スイープ同期 1 x ロッカースイッチ順相/逆相, 切り替え可能

掃く 1 x ロータリースイッチスイープジェネレーター 1 /ジェネ
レーター2 /制御電圧, 切り替え可能

深さ 1 x ロータリーノブ

フィードバック 1 x ロータリーノブ
電源

電源 外部アダプタ

電源入力 標準 9– 12 V DC, センターネガティブ, > 700 mA

消費電力 6 W

寸法/重量

寸法 (H x W x D) 62.9 x 200 x 174.6 mm (2.48 x 7.87 x 6.87")

重さ 1.2 kg (2.7 lbs)
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