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(1) 導いた - クロック A またはBが使用されている
ことを示します。 

(2) クロック周波数 - クロック周波数値を設定し
ます。

(3) 時計の範囲 - 関連するクロック周波数ノブで選
択された値が 1/10 または x 10 の係数で解釈され
るかどうかを決定します。たとえば、ノブを  
50 に設定すると、5 Hz または 500 Hz になります。

(4) サンプル -サンプルコマンドパルスを手動で生
成します。

(5) クロックのオン/オフ - クロック A と B のパル
スジェネレータを個別に使用します。必要に応じ
て、クロック A をサンプルセクションとホールド
セクションの両方に割り当てることができます。

(6) TRIG / GATE - 短いトリガーまたは長いゲートがサ
ンプラーを開くかどうかを決定します。トリガー
位置では、パルスのポジティブエッジがサンプラ
ーを約 10 ミリ秒間開きますが、ゲート位置は、
ポジティブパルスの持続時間全体にわたってサ
ンプラーの出力を開いたままにします。

(7) INT RANDOM SIG -内部ランダム信号発生器のレベ
ルを調整します。これは、外部信号の代わりに、
または外部信号に加えて使用できます。

(8) EXT SIG -EXTINジャックに接続されている信号を
減衰させます。 

(9) クロック周波数 MOD - FMINジャックに接続され
ている信号を減衰させます。 

(10) EXT IN -サンプリングおよび操作される外部
電圧を接続します。

(11) サンプル - 外部発振器またはキーボードト
リガーを接続して、サンプルコマンドパルス
を生成します。

(12) FM IN -電圧を接続して、パルスジェネレータ
のクロック周波数変調を制御します。

(13) でる - 3.5 mm TS ケーブルを介してサンプル
を他のモジュールに送信します。 

電源接続

ユニットには、標準の Eurorack 電源システムに接続する
ために必要な電源ケーブルが付属しています。次の手順
に従って、モジュールに電源を接続します。モジュールを
ラックケースに取り付ける前に、これらの接続を行う方
が簡単です。

1. 電源装置またはラックケースの電源を切り、電源ケ
ーブルを外します。 

2. 電源ケーブルの 16 ピンコネクタを電源装置または
ラックケースのソケットに挿入します。コネクタには
ソケットの隙間に合うタブが付いているので、間違
って挿入することはできません。電源装置にキー付
きソケットがない場合は、必ずピン 1（-12 V）をケー
ブルの赤いストライプに向けてください。

3. モジュールの背面にあるソケットに 10 ピンコネク
タを挿入します。コネクタには、正しい方向に向け
てソケットと位置合わせするタブがあります。

4. 電源ケーブルの両端をしっかりと取り付けたら、 
モジュールをケースに取り付けて電源を入れます。
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インストール 

必要なネジは、ユーロラックケースに取り付けるための
モジュールに含まれています。取り付ける前に電源ケーブ
ルを接続してください。

ラックケースによっては、ケースの長さに沿って2 HP間
隔で配置された一連の固定穴、または個々のネジ付きプ
レートをケースの長さに沿ってスライドできるトラックが
存在する場合があります。自由に動くネジ付きプレート
により、モジュールを正確に配置できますが、ネジを取り
付ける前に、各プレートをモジュールの取り付け穴とほぼ
同じ位置に配置する必要があります。

モジュールを Eurorack レールに押し付けて、各取り付け
穴がネジ付きレールまたはネジ付きプレートと揃うよう
にします。開始の途中でネジを取り付けます。これによ
り、すべてのネジを揃えながら、位置を微調整できます。
最終位置が決まったら、ネジを締めます。

入力
FM で

タイプ 2 x 3.5 mm TS ジャック
インピーダ
ンス 50 kΩ、不平衡

CV 範囲 0〜10 V
サンプル

タイプ 2 x 3.5 mm TS ジャック
インピーダ
ンス 10 kΩ、不平衡
最大入力レ
ベル 5 V

内線
タイプ 2 x 3.5 mm TS ジャック
インピーダ
ンス 25kΩ、不平衡
最大入力レ
ベル 10 V

出力
でる

タイプ 2 x 3.5 mm TS ジャック
インピーダ
ンス 1kΩ、不平衡

最大出力レレレ 10 V
コントロール
クロック周
波数 0.3-30 Hz

クロック範囲 x 0.1 または x 10 のク
ロック値係数

クロックのオ
ン/オフ

パルス発生器を使用
する

サンプル サンプルコマンドの
生成

トリガー/ゲ
ート

サンプルを選択（トリ
ガー）またはサンプル
を続行（ゲート） 

INT ランダム
シグ 0〜±7V 

EXTSIG -∞からユニティゲイン
クロック周波
数 MOD -∞からユニティゲイン

力
電源 Eurorack
現在の抽選 40 mA (+12 V), 40 mA 

(-12 V)
物理的
寸法 (H x W x D) 43 x 81 x 129 mm (1.7 x 3.2 

x 5.1")
ラックユニット 16 HP
重量 0.18 kg (0.4 lbs)
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