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操作画面 - メイン（MAIN）

1	 	グローバルプリセット
音色プリセットの選択をドロップダウンメニューま
たは、切替スイッチ（◀︎と▶︎）でおこないます。

»	 ロード（フォルダアイコン）ボタン
保存された設定を開きます。

»	 保存（書類+ペンアイコン）ボタン
現在の設定を新規保存します。
注意：保存ボタンによって保存されたファイルは
XML形式で、画面のLOADボタンでのみ読込み可能
です。通常のファイルブラウザーから開くことはでき
ません。

2	 	画面切替
操作画面：MAIN、EDIT、FX、MOD、設定（歯車アイ
コン）の切り替えをします。

3	 	VOL（マスターボリューム）
音色全体の音量を設定します。

4	 	ソースコントロール
	 	 （SOURCE	1と2）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

サウンドソースレイヤーのオンまたはオフをします。
»	 ソースサウンド

サウンドソースのサンプル選択は、ドロップダウンメ
ニューまたは、切替スイッチ（◀︎と▶︎）でおこないます。

»	 ランダマイズ
2つの矢印が交差したアイコンのスイッチは、レイ
ヤーパラメーターのランダマイズに使用します。

»	 アンドゥ
折返し矢印アイコンのスイッチは、ランダマイズしたパ
ラメーター値を一つ前の段階に戻す際に使用します。

»	 GAIN（ゲイン）
レイヤーボリュームを設定します。

»	 PITCH（ピッチ）
レイヤーピッチを設定します。

5	 	XYコントロール
画面上のクリック＆ドラッグすることで、Y軸とX軸の
パラメーターを同時操作します。

»	 SOURCE	BLEND（ソースブレンド）
2つのサウンドソースのバランス設定します。

»	 FX	MIX（エフェクトミックス）
キーグループエフェクトの量を設定します。

6	 	SWARM（スワーム）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

SWARM（ユニゾン）効果を有効にします。
»	 SAWRM（スワーム）

ユニゾンピッチ効果の量を設定します。

7	 	FEEDBACK	LOOP
	 	 （フィードバックループ）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

フィードバックループ効果を有効にします。
»	 FEEDBACK	LOOP（フィードバックループ）

フィードバック効果の量を設定します。

8	 	MODULATION
	 	 （モジュレーション）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

モジュレーションのXYコントロールを有効にしま
す。

»	 モジュレーションモード
モジュレーションモード：XY LFOもしくはCHAOS

（カオス）を設定します。

FEEDBACK LOOP7

マスターボリューム3

XYコントロール5

画面切替2

モジュレーション設定8

ソースコントロール 4

SWARM 6

グローバルプリセット 1

http://www.uvi.net/


6

操作画面 - 編集（EDIT）

1	 	ソースコントロール
	 	 （SOURCE	1と2）

この画面では、メイン画面のサウンドソースのオン・オ
フ、サンプル選択、ランダマイズ、アンドゥ、ゲイン、ピッチ
設定に加えて以下パラメーターが追加操作できます：

»	 サンプル再生モード（SAMPLE・IRCAM	GRAIN）
SAMPLEまたはIRCAM GRAINの箇所をクリック
して通常のサンプル再生とグラニュラー再生のモード
切り替えをします。

»	 POS（ポジション	-	IRCAM	GRAINのみ）
サンプル再生ポジションを設定します。

»	 SIZE（サイズ	-	IRCAM	GRAINのみ）
グレインサイズ（サンプルの長さ）を設定します。

»	 DENS（デンシティ	-	IRCAM	GRAINのみ）
グレインの密度を設定します。

»	 VAR（バリエーション	-	IRCAM	GRAINのみ）
グレイピッチのランダム効果を設定します。

»	 ATTACK（アタックタイム）
レイヤーのアタックタイムを設定します。

»	 アタックカーブ
レイヤーの立ち上がり曲線を設定します。

»	 VEL（ベロシティ）
VELの箇所のクリックでベロシティによるエンベロー
プモジュレーションを有効にします。

»	 リリースカーブ
レイヤーの減衰曲線を設定します。

»	 RELEASE（リリースタイム）
レイヤーのリリースタイムを設定します。

5	 	BLEND	MODE
	 	 （ブレンドモード）

2つのサウンドソースのブレンドモードを設定します：
Volume：音量バランスによるミックス
LP/HP：Source 1にローパス、Source 2にハイパス
フィルターを使用したミックスモード
HP/LP：Source 1にハイパス、Source 2にローパス
フィルターを使用したミックスモード

6	 	SWARM（スワーム）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

SWARM（ユニゾン）効果を有効にします。
»	 SAWRM（スワーム）

ユニゾンピッチ効果の量を設定します。
»	 VOICES（ボイス）

ユニゾンボイス数を設定します。（最大8ボイス）
»	 PITCH（ピッチ）

ユニゾンピッチを設定します。（最大48半音）

7	 	FEEDBACK	LOOP
	 	 （フィードバックループ）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

フィードバックループ効果を有効にします。
»	 FDBK	（フィードバック）

フィードバック効果の量を設定します。
»	 F-SHIFT（フリクェンシーシフト）

フリクェンシーシフト効果を設定します。
»	 TIME（ディレイタイム）

ディレイタイムを設定します。
»	 DRIVE（ドライブ）

歪み量を設定します。

8	 	MODULATION
	 	 （モジュレーション）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

モジュレーションのXYコントロールを有効にします。
»	 シンク（メトロノームアイコン）

LFOスピードのテンポ同期設定を有効にします。
»	 モジュレーションモード

モジュレーションモード：XY LFOもしくはCHAOS
（カオス）を設定します。

»	 SHAPE（シェイプ	-	XY	LFOのみ）
マウスドラッグでLFO波形を設定します。

»	 SPEED（スピード）
LFOスピードを設定します。

»	 DEPTH（デプス）
LFOモジュレーションの深さを設定します。

»	 RANGE（レンジ	-	XY	LFOのみ）
LFO波形の範囲：ユニポーラー（単極・Unipolar）ま
たはバイポーラー（双極・Bipolar）を設定します。

»	 PHASE（フェイズ	-	XY	LFOのみ）
LFO波形の位相：正相または逆相に設定します。

ブレンドモード2
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操作画面 - エフェクト（FX）

1	 	XYコントロール
»	 SOURCE	BLEND（ソースブレンド）

2つのサウンドソースのバランス設定します。
»	 FX	MIX（エフェクトミックス）

キーグループエフェクトの量を設定します。

2	 	キーグループエフェクト
»	 オン・オフ（電源アイコン）

それぞれのエフェクトのオンまたはオフをします。
»	 シーケンスオーダー（◀︎	▶︎）ボタン

エフェクト名右横の2つのボタンで、隣り合うエフェ
クトとの並び順を変更します。

3	 	DISTORTION
	 	 （ディストーション）
»	 ディストーションモード

歪みの種類：TUBE（真空管）、TAPE（テープサチュ
レーション）、FUZZ（ファズ）を設定します。

»	 IN（入力ゲイン）
信号の入力ゲインを設定します。

»	 DRIVE（ドライブ）
歪み量を設定します。

»	 OUT（出力レベル）
エフェクトの出力音量を設定します。

4	 	HARMONICS（ハーモニクス）
»	 LEVEL（レベル）

ハーモニクス（倍音）量をステップ（次数）ごとにマウ
スドラッグで設定します。

»	 Ⓧ（リセットボタン）
ハーモニックスレベル設定をリセットします。

»	 LFO	FREQ（LFOスピード）
ハーモニクス（倍音）に対するLFOモジュレーション
量をステップ（次数）ごとにマウスドラッグで設定します。

5	 	FILTER（フィルター）
»	 フィルターモード

フィルターの動作モード：LP（ローパス）またはHP（ハイパ
ス）を設定します。

»	 FREQ（フリクェンシー）
フィルターのカットオフ周波数を設定します。

»	 FX	MOD（フォルターモジュレーション）
フィルターカットオフに対するモジュレーションの深
さを設定します。

6	 	EQUALIZER（3バンドEQ）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

エフェクトのオンまたはオフをします。
»	 HP（ハイパスフィルター）

サウンド全体の低域を制限します。
»	 LO	-	MID	-	HI（ベース	-	ミドル	-	トレブル）

低中高、3つの帯域の増減を設定します。
»	 LP（ローパスフィルター）

サウンド全体の高域を制限します。

7	 	KEY（キートラッキング）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

エフェクトのオンまたはオフをします。
»	 シンク（メトロノームアイコン）

ディレイタイムのテンポ同期設定を有効にします。
»	 TIME（ディレイタイム）

ディレイタイムを設定します。
»	 FDBK	（フィードバック）

フィードバック効果の量を設定します。
»	 SAT（サチュレーション）

テープサチュレーション（歪）量を設定します。
»	 MIX（ミックス）

エフェクトバランスを設定します。

8	 	SPARKVERB（リバーブ）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

エフェクトのオンまたはオフをします。
»	 SIZE（サイズ）

リバーブ効果の空間の広さを設定します。
»	 DECAY（ディケイイタイム）

リバーブの残響時間を設定します。
»	 LO	（ローディケイ）

ディケイタイムに対する低域の減衰比率を設定します。
»	 HI（ハイディケイ）

ディケイタイムに対する高域の減衰比率を設定します。
»	 MIX（ミックス）

エフェクトバランスを設定します。

9	 	LIMITER（リミッター）
»	 オン・オフ（電源アイコン）

エフェクトのオンまたはオフをします。
»	 THRETH（スレッショルド）：

リミッターが動作する音量レベルを設定します。
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操作画面 - モジュレーション（MOD）

1	 	ゲートシーケンサー
»	 オン・オフ（電源アイコン）

対象レイヤーのオンまたはオフをします。
»	 GATE（ゲートステップ）

ステップごとのゲートを設定します。マウスのクリック
＆ドラッグでステップごとのを設定します。

»	 STEPS（ステップ）
ゲートステップの数（最大32）を設定します。

»	 SPEED（スピード）
シーケンス速度（ステップ分解能）を設定します。最小
1/64 ~ 最大1/1

»	 SMOOTH（スムーズ）
ゲート効果の滑らかさを設定します。

»	 DEPTH（デプス）
ゲート効果の深さを設定します。

»	 RETRIGGER（リトリガー）
リトリガーモードを有効にします。

»	 リンクスイッチ（1x、2x、3x、4x）
ゲートステップ設定のリンク操作をおこなう際に使用
します。

»	 プリセット（PRESET）
シーケンスのプリセットをドロップダウンメニューま
たは 切替スイッチ（◀︎と▶︎）でおこないます。

2	 	PITCHBEND（ピッチベンド）
ピッチベンド範囲を設定します。（最大+48半音）

3	 	MODWHEEL
	 	 （モジュレーションホイール）

モジュレーションホイール情報（CC#1）の操作ター
ゲットをドロップダウンメニューから設定します。

モジュレーションホイール3ピッチベンド 2

ゲートシーケンサー 1
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操作画面 - 設定（SETTINGS）

1	 	PROGRAM（プログラム）設定
»	 POLY/MONO（ポリ/モノ）スイッチ

音源全体の発音モード：POLY（ポリフォニック）ま
たはMONO（モノフォニック）に設定します。

»	 POLYPHONY（ポリフォニー	-	POLYモード）
同時発音数を設定します。

»	 GLIDE	TIME（グライド	タイム	-	MONOモード）
ポルタメントの長さを設定します。

»	 ROOT	NOTE（ルートノート）
音色のルートノートを設定します。

»	 VELOCITY	CURVE（ベロシティカーブ）
ノートベロシティに対する応答曲線をマウスドラッグ
で設定します。

»	 VELOCITY	MAPPING（ベロシティマッピング）
ノートベロシティのモジュレーションターゲットを設
定します。

2	 	MPE設定
»	 オン・オフ（電源アイコン）

MPEコントロールをオンまたはオフをします。
»	 ロック（南京錠アイコン）スイッチ

MPE設定を保持したまま、プリセット切替をする際に
使用します。

»	 PITCH	(X)	-	X軸設定
MPEコントローラーのX軸情報（ピッチベンド範囲）を
設定します。

»	 TIMBRE	(Y)	-	Y軸設定
MPEコントローラーのY軸情報のターゲットを設定し
ます。

»	 ABS	/	REL	(アブソルート/リレイティブ）
MPEコントローラーのY軸情報の扱いモード：ABS 
= 絶対値、REL = 相対値を設定します。

»	 PRESSURE	(Z)	-	Z軸設定
MPEコントローラーのZ軸情報のターゲットを設定し
ます。

3	 	PAN（パン）設定
出力定位を設定します。モードによってパラメーターが異
なります。

»	 LEFT（左チャンネル）
左チャンネルの音量を設定します。

»	 WIDTH（ウィドス	-	ステレオモードのみ）
左右チャンネルの広がり感を設定します。

»	 RIGHT（右チャンネル）
右チャンネルの音量を設定します。

»	 LEFT	SRROUND
	 （左サラウンド	-	5.1/QUADモード）

左サラウンド（後ろ）チャンネルの音量を設定します。
»	 RIGHT	SRROUND
	 （右サラウンド	-	5.1/QUADモード）

右サラウンド（後ろ）チャンネルの音量を設定します。
»	 LINK（リンク	-	5.1/QUADモード）

左右、および左右サラウンドチャンネル設定をリンク
します。

»	 CENTER（センター	-	5.1モードのみ）
センターチャンネルの音量を設定します。

»	 LFE（エルエフイー	-	5.1モードのみ）
低音（サブウーハー）チャンネルの音量を設定します。

* Quadと5.1サラウンドモードはFalconのみ機能します。

パン3

プログラム 1

MPE設定 2
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