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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications.
makenoisemusic.com
Make Noise Co., 414 Haywood Road, Asheville, NC 28806

保証期間につきまして:
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メイクノイズ製品に関する欠陥、欠品は製造後の1年間は当社が保証致します。
規定外のパワーサプライからの電源供給及び背面電源ケーブルの誤接続による故障、
またはメイクノイズの推奨しない使用方による故障は期間内であっても保証の対象外となりますので、
通常の有償サービスで対応致します。
保証期間内のあらゆる欠陥品はユーザー様の要望に応じて当社で修理、交換致しますが、
その際に発生する輸送費に関しましてはユーザー様のご負担になります。
また、保証をご希望のユーザー様は必ず事前に当社へのお問い合わせをお願い致します。
当社は事前にご連絡を頂けないユーザー様からのメイクノイズ製品に関する対応を致しかねます。
お問い合わせ先: technical@makenoisemusic.com
その他のお問い合わせや感想につきましては当社ウェブサイトをご覧下さい。
http://www.makenoisemusic.com

About This Manual:
Written by Tony Rolando and Walker Farrell
Illustrated by W.Lee Coleman
Translated by Ryo Kumamoto
THANK YOU:
TEMPI Beta Analysts:

Walker Farrell, James Cigler, Bana Haﬀar, Robert AA Lowe,
Devin Booze, Lee Coleman, Mike Johnson and Richard Devine

TEMPI Firmware Engineer:

Matthew Sherwood

TEMPI Designer:

Antony Rolando

Special Thanks:

CTRLSEL-C, CTRLSEL-V, and CTRLSEL-G

インストール:
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インストールの前に必ずユーロラック・システム/ケースの電源がOFFになっていることを確認してから
ユーロラック・バス・ボードとリボンケーブルの着脱をしてください。インストール中は電子端子に触れぬよう注意しましょう。
メイクノイズTEMPIはエレクトリック・ミュージック・モジュールです。
このモジュールは+12VDCから46mAの電力を本体電源から消費する
ユーロラック・フォーマット・モジュラー・シンセサイザー専用の製品です。
ユーロラック・フォーマット・モジュラー・シンセサイザー及び専用ケースにつきまして詳しくは
こちらをご覧下さい。
http://www.makenoisemusic.com/systems.shtml
インストールするにあたりまずはあなたのユーロラック・シンセサイザーのシステム内に10HPのスペースを
確保して下さい。正しいインストールを完了させるためにモジュール背面の電源ケーブル(下記画像参照)を
確認した上であなたのユーロラック電源供給バスボードの16ピンソケットに接続してください。
ここで必ず極性に注意し、
ケーブルの赤ラインがマイナス12vの電源に接続されるよう確認して下さい。
メイクノイズ6U/3Uバスボードを使用されている場合はバスボード側にマイナス12vを示す白線が記されています。

-12V

必ずあなたの電源供給システムのメーカーのスペックを参照し、
マイナス電源の位置をご確認下さい。
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TEMPIは奥の深いモジュールですが、初めに覚えておく事はいたって単純です。

マスターBPMとなるクロックをTEMPOインへパッチし、任意のクロック周期で各チャンネル・ボタンをタップする。

たったのこれだけです。
チャンネル・ボタンのLEDの点滅がタップに合わせてスピードを変え、対応するチャンネル・アウトから
そのテンポのクロックが出力されます。6チャンネルを駆使することであなたのパッチから無限のリズム・ヴァリエーションを
創造することができます。何の知識がなくても楽しめるモジュールですが、
あなたがそれだけでは満たされないことは
我々も承知です。
このまま続けてマニュアル読んでください。

TEMPIは6チャンネル、
ポリフォニック、
タイムシフティング・モジュールです。

TEMPIはあなたのモジュラー・システムで直感的な方法による複雑なクロックの作成とそのデータの簡単な
呼び出しを可能にします。

このモジュールにおける主要なインターフェースであり、
プログラミングの要となるのは、
ボタン1からボタン6までの
6つの大きな照光式ボタンとPGM̲AとPGM̲Bの2つの小さな照光式ボタンです。
このモジュールはSTATEと

名付けられたクロック/タイミング・シナリオを16段、各4つのBANKに保存することで最大64種類保存することが可能です。

パネル中央部のLEDの色で現在選択されているBANKを表示し、点滅でSTATEの変化を表示します。

外部クロックと同期するためのTEMPOイン、MOD機能を作動させるゲート入力、STATE選択のための手動コントロールと

アッテネーターを兼ねたノブを備えたCV入力とゲート入力でパラメーターを外部から操作することが可能です。

このモジュールが目指したのは、最小のデータ入力で膨大な音楽的ヴァリエーションを創造することにあります。
ファームウェア:

このマニュアルはTEMPIファームウェア・ヴァージョンtempi11用です。
tempi11がインストールされているモジュールは起動時に6つ全ての

チャンネルLEDが赤から青に二度交互に点滅し、PGM̲AとPGM̲BのLEDも点灯、
消灯を二度繰り返します。
シリアル・ナンバー817以上の品番のモジュールには

工場出荷時にtempi11がインストールされています。816以下の品番のモジュールを

お持ちでtempi11をご自分でインストールされる方は以下のリンクからファームウェアを
ダウンロードしてください。

http://www.makenoisemusic.com/content/patchsheets/tempi11̲ﬁrmware̲update.zip

.

プログラミング:
TEMPIの各チャンネルへのプログラミングにはヒューマンとマシンの2通りの方法があります。
・ヒューマン・プログラミングはいたってシンプルです:
任意のチャンネル・アウトに対応するチャンネル・ボタンをお好みの周期でタップするだけです。
・マシン・プログラミングもまたシンプルです。
PGM̲A(ディヴァイダー)またはPGM̲B(マルチプライアー)を押しながら任意のチャンネル・ボタンをn回押します。
PGM̲Aはリーディング・テンポのn分の1、PGM̲Bはn倍となります。
例:
チャンネル3を” 4”(リーディング・テンポの4分の1)にマシン・プログラムする場合、PGM̲Aを押しながら
チャンネル・ボタン3を4回クリックします。
チャンネル4を” 6”(マスター・テンポの6倍)にマシン・プログラムする場合、PGM̲Bを押しながら
チャンネル4を6回クリックします。

リーディング・テンポを定め、
ヒューマンまたはマシン・プログラミングを各チャンネルに打ち込んだ後、
任意のチャンネルの速度を微調整したい場合はチャンネル・ボタンを押しながら

PGM̲Aをクリックすると非整数単位で下げ、PGM̲Bをクリックすることで上げることができます。
全6チャンネルはリーディング・テンポに同期します。
ご自由にP27まで飛ばし読みしても構いません。

TEMPIパネル・コントロール
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1. チャンネル1アウト

13. PGM̲Bボタン/LED

2. チャンネル2アウト

14. チャンネル・ボタン1/LED

3. チャンネル3アウト

15. チャンネル・ボタン2/LED

4. チャンネル4アウト

16. チャンネル・ボタン3/LED

5. チャンネル5アウト

17. チャンネル・ボタン4/LED

6. チャンネル6アウト

18. チャンネル・ボタン5/LED

7. STATE SELECT GATEイン

19. チャンネル・ボタン6/LED

8. STATE SELECT CVイン

20. STATE LED

9. SELECT CVアッテネーター/コンボ・ノブ

21. MOD GATEイン

10. 外部TEMPOイン

22. MOD LED

11. TEMPO LED
12. PGM̲Aボタン/LED

工場出荷時設定:
あなたのシステムにTEMPIをインストールし、
電源を起動をするとBANK Aには16種類のクロック・ディヴァイザー/
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マルチプライアー(分割器/乗算器)がSTATEに予めプログラムされています。
これら全ての設定は編集また上書きが可能です。
以下が各STATEの詳細となります。

STATE 1 全チャンネルが”1:1”です。
この設定はその他3つのBANKの全STATEのデフォルトとなっています。
STATE 2-7はクロック・ディヴァイダーのSTATEです。
2. 2の累乗:

1, 2, 4, 8, 16, 32

4. 整数:

1, 2, 3, 4, 5, 6

3. 素数:
5. 偶数:
6. 奇数:

7. フィボナッチ:

2, 3, 5, 7, 11, 13
2, 4, 6, 8, 10, 12
3, 5, 7, 9, 11, 13
2, 3, 5, 8, 13, 21

STATE 8-13はクロック・マルチプライアーのSTATEです。
8. 2の累乗:

1, 2, 4, 8, 16, 32

10. 整数:

1, 2, 3, 4, 5, 6

9. 素数:

11. 偶数:
12. 奇数:

13. フィボナッチ:
14. 倍数と分数:

2, 3, 5, 7, 11, 13
2, 4, 6, 8, 10, 12
3, 5, 7, 9, 11, 13
2, 3, 5, 8, 13, 21
2, 3, 4, 2, 3, 4

15. フェーズ・デモ:

全6チャンネルが同じテンポに設定されますが、6種類の異なるフェーズ値が設定されています。

16. 非整数分数デモ:

連続する各チャンネルが前のチャンネルよりファイン減調整により分母値に

+0.25づつ加算され、遅くなっています。
よって時間の経過と共に互いのフェーズが外れていきます。

工場出荷時のプログラム編集ページは以下の様に設定されています。
- ヒューマン・リソリューション50%
- シフト進行方向=時計回り
- ラン/ストップ=オフ

- ジャンブルド・シフト有効
工場出荷時の全ての設定にレストアする場合はPGM̲Bとチャンネル・ボタン4を押したままシステムの電源を
起動してください。

クイック・リファレンス

マシン・プログラミング
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ヒューマン・プログラミング
チャンネル・ボタン1-6を最低2回タップ

リーディング・テンポの分数または倍数を
ヒューマン・プログラミングします。

ヴァリアブル・クロック
マルチプライアー/ディヴァイザー

フェーズ

PGM̲A + PGM̲Bをクリック;
PGM̲A + PGM̲B = 点灯

PGM̲Aを押しながらチャンネル・ボタン1-6をn回
クリックすることでヴァリアブル・クロック・ディヴァイザーの
コース調整を行います。(1 n)
PGM̲Bを押しながらチャンネル・ボタン1-6をn回
クリックすることでヴァリアブル・クロック・マルチプライアーの
コース調整を行います。(1 n)
チャンネル・ボタン1-6を押しながらPGM̲Aをクリックすることで
ヴァリアブル・クロックのファイン減調整を行います。
チャンネル・ボタン1-6を押しながらPGM̲Bをクリックすることで
ヴァリアブル・クロックのファイン増調整を行います。

チャンネル・ボタン1-6を押しながら:
PGM̲Aをn回クリックすることでフェーズ
マルチ・プライアー/ディヴァイザーの値を
ファイン減調整します。
PGM̲Bをn回クリックすることでフェーズ
マルチ・プライアー/ディヴァイザーの値を
ファイン増調整します。
PGM̲Aを押しながらチャンネル・ボタン1-6を
クリックすることでフェーズ・マルチ・プライアー/
ディヴァイザーの値をコース減調整します。
PGM̲Bを押しながらチャンネル・ボタン1-6を
クリックすることでフェーズ・マルチ・プライアー/
ディヴァイザーの値をコース増調整します。

ミュート

PGM̲Aをクリック; PGM̲A = 点灯

チャンネル・ボタン1-6をクリックすることで任意のチャンネルをミュートします。
ミュート有効チャンネル = 赤

MOD

PGM̲Bをクリック; PGM̲B = 点灯

チャンネル・ボタン1-6をクリックすることで任意のチャンネルをMOD有効にします。
MOD有効チャンネル = 紫

STATE編集

PGM̲A + PGM̲Bを長押し

ボタン1をクリックすることで現在保存されているSTATEを復元します。
ボタン2をクリックすることで現在のSTATEを保存します。
ボタン3をクリックすることで現在保存されているBANKを復元します。
ボタン4をクリックすることで現在選択されているSTATEをコピーします。
ボタン5をクリックすることでコピーされたSTATEを現在選択されているSTATEに上書きしてペーストします。
ボタン6をクリックすることでコピーされたSTATEを現在選択しているSTATEに上書きしてミュテートします。
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BANK編集

PGM̲Aをダブルクリック;
PGM̲A = 点滅

ボタン1をクリックすることでBANKを選択します。
ボタン2をクリックすることで現在の全BANKとリーディング・テンポを保存します。
ボタン3をクリックすることでSELECTとTEMPOパラメーターをバス接続します。
ボタン4をクリックすることで現在選択されているBANKをコピーします。
ボタン5をクリックすることでコピーされたBANKを現在選択しているBANKにペーストで上書きします。
ボタン6をクリックすることでコピーされたBANKを現在選択しているBANKにミュテートで上書きします。
PGM̲Aをもう一度クリックすることでBANK編集を終了します。

プログラム編集

PGM̲Bをダブルクリック;
PGM̲B = 点滅

MOD設定

ボタン1をクリックすることでヒューマン・リソリューションを100%にします。
ボタン2をクリックすることでヒューマン・リソリューションを50%にします。
ボタン3をクリックすることでヒューマン・リソリューションを25%にします。
ボタン4をクリックすることでシフトの進行方向を選択:
時計回り
=赤
反時計回り = 青
ランダム
=紫
オフ
= ボタン5を選択
ボタン5をクリックすることでラン/ストップを設定:
ラン/ストップ
=赤
ラン/ストップ・オール = 青
アルト・ラン/ストップ = 紫
オフ
= ボタン4を選択

ボタン6をクリック
シフトが有効の時はシフトの働きを設定します: ジャンブルド・シフト有効 = 赤 ジャンブルド・シフト無効 = 消灯
ラン/ストップが有効の時はMODインの働きを設定します: モーメンタリー = 赤 トグル = 消灯

リーディング・テンポ
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TEMPIの6種類のヴァリアブル・クロック・アウト全てと同期するマスター・クロックとなるリーディング・テンポには
3通りの作成方法があります。
1. TEMPOインへのパッチングがない場合、
最後に保存されたリーディング・テンポで作動します。
(詳しくは23ページの<BANK編集>の保存に関する項目を参照ください)
2. 外部クロックがTEMPOインへパッチングされている場合は外部クロックを追従/同期します。
3. TEMPOバスを通じて内臓バス接続のある場合、
内臓バスから供給されるクロックを追従します。
(詳しくは25ページの<BANK編集>のフォローに関する項目を参照ください)
外部クロックでTEMPIを走らせながら外部クロックのテンポを下げると、TEMPIのクロック追従に幾分かの遅延が
発生します。TEMPIは同期するにあたり最低2発のクロック・パルスの間隔を参照する必要があるからです。
よってTEMPIをDAWと同期させるためには曲の始めに無音の2小節を作ってください。

マニュアル・ゲートを用いたタップによってリーディング・テンポを決定することもできます。
例えばPressure Pointsを使用してみましょう。
PPのゲート出力をTEMPIのTEMPOインへパッチングし、
最低2回タップします。TEMPIはタップの間隔を記憶して新たなタップが入力されるまでリーディング・テンポを固定します。
リーディング・テンポはTEMPO LEDの青色点滅で表示されます。
タッピングによるリーディング・テンポのプログラムの図:

ヴァリアブル・クロック・プログラミング:
ヴァリアブル・クロックはPGM̲AまたPGM̲Bとチャンネル・ボタン1-6を、
クリックと長押しの組み合わせで
マシン・プログラムを行い、対応するチャンネル・アウトから出力されます。
ヴァリアブル・クロックの周期はリーディング・テンポの倍数(マルチプル)または分数(ディヴィジョン)となります。
ミュート及びMODが無効の時、
ヴァリアブル・クロックの出力は対応する各チャンネル・ボタンLEDは青色の点滅によって
出力パルスのハイ/ローが表示されます。
ヴァリアブル・クロック出力のパルス幅は常に50%のデューティー周期となります。

ヴァリアブル・クロックのプログラム方法: マシン/ヒューマン
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ヒューマン・プログラミング

ヒューマン・クロック・プロミングはマルチプライアー/ディヴァイザー及び

フェーズの設定を感覚的に一度で行えるシンプルなプログラム方法です。

ヒューマン・プログラムにあたり、
まずTEMPOインにリーディング・テンポと

なる外部クロックまたはマニュアル・ゲートによるタップをパッチしてください。

ヒューマン・プログラミング

チャンネル・ボタン1-6を好きなタイミングでタップすることで対応する

チャンネル・アウトからリーディング・テンポを補足したヴァリアブル・クロックが

出力されます。
つまりタップのタイミングに最も近いリーディング・テンポの

倍数または分数のクロックが出力されます。
タイミング値を算出するために

タップは必ず最低2回行ってください。
再度タッピングを行うとその時点で
チャンネルのデータは上書きされます。
ヒューマン・プログラミング中は
STATEの変化が無効となります。

複数のチャンネルを同時にプログラムすることもできます。
これによって

直感的に面白いタイミングの組み合わせを作り上げることができるでしょう。
STATEを保存しない限り、入力したプログラムは保持されません。

つまり保存作業なしにシステムの電源を落とせば入力したプログラムは消え、
最後に保存したSTATEの状態に戻ります。

よって様々なプログラムを意欲的に試すことができるでしょう。

ボタン1-6の中で

プログラムしたい

チャンネルをタップします

リソリューション

ヒューマン・プログラミングは分解能を3段階設定できます。設定はプログラム編集ページ(PGM̲Bボタンをダブル・クリック=PGM̲Bが点滅)

から行います。
ヒューマン・プログラミングの分解能はヴァリアブル・クロックとリーディング・テンポのフェーズとマルチプライアー/ディヴァイザーの
関連性を決定します。
分解能の設定はプログラム編集ページのチャンネル・ボタン1-3を選択してクリックし、点灯LEDで表示されます。

ヒューマン・リソリューション100%

最も厳密な分解能となります。
マシン・プログラミングの

コース・マルチプライアー/ディヴァイザー及び
コース・フェーズ調整と同じとなります。

(詳しくはマシン・プログラミングの項目を参照)

ヒューマン・リソリューション50%

工場出荷時のデフォルトの設定です。
100%よりは厳密性に欠けるものの
25%よりは扱いやすい設定です。

ヒューマン・リソリューション25%

最も自由度の高い分解能となり、

マシン・プログラミングのファイン・

マルチプライアー/ディヴァイザー及び

ファイン・フェーズ調整と同じとなります。

マシン・プログラミング
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マシン・プログラミングには2つのプログラムがあります。

ヴァリアブル・クロック・マルチプライアー/ディヴァイザーとフェーズです。

ヴァリアブル・クロック・マルチプライアー/ディヴァイザーはPGM̲AまたPGM̲Bとチャンネル・ボタン1-6をクリックと
長押しの組み合わせでプログラムを行い、対応するチャンネル・アウトから出力されます。

ヴァリアブル・クロック・ディヴァイザー・コース調整:
PGM̲Aを押しながら任意のチャンネル・ボタンを1~32回

クリックすることで対応するヴァリアブル・クロック・アウトを

プログラムします。
チャンネル・ボタン1-6の複数チャンネルを
同時にプログラムすることも可能です。

TEMPIはクリック数をカウントしてディヴァイザーの分母値に
設定します。
もし最大値である32回のクリックを超えた場合、

カウントは32で停止してそれ以降のクリックは無効となります。

また入力プログラムはPGM̲Aから指を離した際に働き始めます。

ヴァリアブル・クロック・ディヴァイザーのコース調整プログラム中、

+

STATE LEDは赤色点灯で表示されます。PGM̲Aを押しながら
任意のチャンネル・ボタン1-6を一度でもクリックすれば

そのチャンネルのプログラムは新たなプログラムへ上書きされます。
PGM̲Aを押しながら

チャンネル・ボタンを

1~32回クリックします。

リーディング・テンポと1:1の関係に戻りたい時は
PGM̲AまたはPGM̲Bを押しながら

チャンネル・ボタン1-6を1回クリックしてください。

ヴァリアブル・クロック・マルチプライアー・コース調整:
PGM̲Bを押しながら任意のチャンネル・ボタンを1~32回

クリックすることで対応するヴァリアブル・クロック・アウトを

プログラムします。
チャンネル・ボタン1-6の複数チャンネルを
同時にプログラムすることも可能です。

TEMPIはクリック数をカウントしてマルチプライアーの倍数値に
設定します。
もし最大値である32回のクリックを超えた場合、

カウントは32で停止してそれ以降のクリックは無効となります。

また入力プログラムはPGM̲Bから指を離した際に働き始めます。

ヴァリアブル・クロック・マルチプライアーのコース調整プログラム中、

+

STATE LEDは緑色点灯で表示されます。PGM̲Bを押しながら

任意のチャンネル・ボタン1-6を一度でもクリックすれば

そのチャンネルのプログラムは新たなプログラムへ上書きされます。
PGM̲Bを押しながら

チャンネル・ボタンを

1~32回クリックします。

リーディング・テンポと1:1の関係に戻りたい時は
PGM̲AまたはPGM̲Bを押しながら

チャンネル・ボタン1-6を1回クリックしてください。

マシン・プログラミング マルチプライアー/ディヴァイザー:
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ヴァリアブル・クロック・マルチプライアー/
ディヴァイザー・ファイン調整

PGM̲Aをクリックで

ヴァリアブルクロックの

ファイン減分を行います。

+

チャンネル・ボタン1-6を押しながら

ヴァリアブル・クロックのファイン減分(クロック・スピードを
微細に遅くさせます)を行うにはチャンネル・ボタン1-6内

の任意のボタンを押しながらPGM̲Aをクリックします。

ヴァリアブル・クロック・ファイン減分調整はSTATE LEDの
赤色の点滅によって表示されます。

または

PGM̲Bをクリックで

ヴァリアブルクロックの

ファイン増分を行います。

ヴァリアブル・クロックのファイン増分(クロック・スピードを
微細に早くさせます)を行うにはチャンネル・ボタン1-6内

の任意のボタンを押しながらPGM̲Bをクリックします。

ヴァリアブル・クロック・ファイン増分調整はSTATE LEDの
緑色の点滅によって表示されます。

ファイン減分、増分調整はTEMPIで生成可能なヴァリアブル・クロックの全てのレンジに対応します。

コース調整を行った後にファイン調整を行うことで簡単にユニークなタイミングを発見することができます。

マシン・プログラミング<フェーズ>:
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マシン・プログラミングによるもう一つのプログラム方法がフェーズ調整です。

フェーズ・プログラム・ページを開くにはPGM̲AとPGM̲Bを同時押しします。

フェーズ・プログラム・ページを開くには
PGM̲AとPGM̲Bを同時押しします。

フェーズ・ページに入るとPGM LEDがどちらも点灯し、STATEの変化と

ヒューマン・プログラミングは無効となります。
もう一度PGM̲AとPGM̲Bを
同時押しすればフェーズ・プログラム・ページを閉じます。

次に説明するフェーズ調整の方法は前述のマルチプライアー/ディヴァイザーの

調整方法に似ています。

コース調整、
ファイン調整を用いてフェーズの減分、増分を行います。

フェーズ・プログラム・ページにて:

フェーズ・コース減調整を行うには
PGM̲Aを押しながら

フェーズ・コース増調整を行うには
PGM̲Bを押しながら

任意のチャンネル・ボタンを
1~4回クリック

+

任意のチャンネル・ボタンを
1~4回クリック

+

PGM̲Aを押しながら任意のチャンネル・ボタンを1~4回クリックすることで

PGM̲Bを押しながら任意のチャンネル・ボタンを1~4回クリックすることで

フェーズ・コース調整の1クリックはリーディング・テンポの1周分の変化です。

フェーズ・コース調整の1クリックはリーディング・テンポの1周分の変化です。

対応するチャンネル・アウトへプログラムします。

フェーズ・コース減調整はSTATE LEDの赤色点灯で表示されます。

対応するチャンネル・アウトへプログラムします。

フェーズ・コース増調整はSTATE LEDの緑色点灯で表示されます。

リーディング・テンポの倍数がプログラムされているチャンネルへのフェーズ・コース調整による変化は僅かなものとなります。
もし整数倍数(例えば4倍)に
設定したチャンネルにフェーズ・コース調整を行ってもクロックのタイミングに変化は現れません。整数倍のクロックはリーディング・テンポの各パルスと
必ず同時に出力されるからです。
もしチャンネルを非整数倍数(例えば4.25倍)に設定すればリーディング・テンポの複数回の周期でフェーズが合い、

また段々とズレていくことを繰り返します。
この場合、
フェーズ・コース調整はリーディング・テンポとフェーズのタイミングが一致する位置を移動させる
働きをします。非常にわかりにくい微妙な変化ではありますが。

マシン・プログラミング<フェーズ>:
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フェーズ・プログラミング・ページにおいて:
フェーズ・ファイン調整:

PGM̲Aをクリックで

フェーズ・ファイン減調整はチャンネル・ボタン1-6内の

を行います。

フェーズ・ファイン減調整はSTATE LEDの

フェーズ・ファイン減調整
(リーディング・テンポ

+

チャンネル・ボタン1-6を押しながら

に対して前に進行させます)

任意のボタンを押しながらPGM̲Aをクリックします。

赤色の点滅によって表示されます。

または

PGM̲Bをクリックで

フェーズ・ファイン減調整はチャンネル・ボタン1-6内の

を行います。

フェーズ・ファイン減調整はSTATE LEDの

フェーズ・ファイン増調整
(リーディング・テンポ

に対して後ろに退行させます)

任意のボタンを押しながらPGM̲Aをクリックします。

赤色の点滅によって表示されます。

リーディング・テンポの分数がプログラムされたチャンネルには、
フェーズ・ファイン調整は1クリックあたりリーディング・テンポ
の1周分の4分の1づつの値を、
そのチャンネル・アウトのフェーズへ増減させます。
リーディング・テンポの倍数がプログラム

されたチャンネルには、
リーディング・テンポのフェーズを増減します。

コース・フェーズ調整はファイン・フェーズ調整に上書きされます。
この場合、
コース・フェーズ調整は整数の分数または倍数に
戻します。1:1の関係においても同様です。

ミュート
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各チャンネル出力をミュートするするためにはまずPGM̲Aボタンをクリックしてミュート・プログラム・ページを開きます。

ミュート・プログラム・ページを閉じるにはPGM̲Aボタンをもう一度クリックします。
ミュート・プログラム・ページ編集中はPGM̲A LEDが点灯します。

ミュート・プログラム・ページ編集中はSTATEの変化は無効になります。
ページ編集中はチャンネル・ボタンをクリックする

ことでミュートの有効/無効を切り替えます。
ミュート有効の時、
そのチャンネル・ボタンLEDは赤色で、
プログラムされた

ヴァリアブル・クロックの周期で点滅します。
ミュート無効の時は青色の点滅で表示されます。
また、
チャンネルがMOD有効で

ミュート無効の際のLEDは紫色となり、MODもミュートも有効の時はピンク色となります。

ミュート有効チャンネルはチャンネル・アウトからのクロック出力を止めますが、
その間にそのチャンネルのプログラムを

変更することは可能です。
つまり出力をミュートさせている間に新たなヴァリアブル・クロックを入力することができます。

この機能はライヴ・パフォーマンスにおいて大変便利でしょう。
ミュート有効チャンネルのヴァリアブル・クロックの変更は
ミュート・プログラム・ページを一度閉じてからマシンまたはヒューマン・プログラムで行います。

ミュート有効 = 赤
MOD無効
ミュート無効 = 青
MOD無効
ミュート無効 = 紫
MOD有効
ミュート有効 = ピンク
MOD有効

複数のチャンネルを同時にプログラムすることもできます。
これによって直感的に面白いタイミングの組み合わせを
作り上げることができるでしょう。

STATEを保存しない限り、入力したプログラムは保持されません。
つまり保存作業なしでシステムの電源を落とせば入力した

プログラムは消え、最後に保存したSTATEの状態に戻ります。
よって様々なプログラムを意欲的に試すことができるでしょう。

MOD
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MOD機能はシフトまたはラン/ストップの働きをプログラムします。
MOD機能をプログラムするにはPGM̲Bをクリックして
MODプログラム・ページを開きます。
MODページ編集中はSTATEの変化は無効になります。
MODプログラム・ページを

閉じるにはPGM̲Bをもう一度クリックします。
ページ編集中にMOD機能を有効にしたいチャンネル・ボタンをクリックします。

MOD有効チャンネルのLEDは紫色にヴァリアブル・クロックの周期で点滅します。MODとミュートが共に有効となっている

チャンネルのLEDはピンク色で点滅します。
MOD無効チャンネルは青または赤で表示されるでしょう。

すべてのチャンネルはそれぞれプログラムされているヴァリアブル・クロックの周期で点滅します。

ミュート有効 = 赤
MOD無効
ミュート無効 = 青
MOD無効
ミュート無効 = 紫
MOD有効
ミュート有効 = ピンク
MOD有効

プログラム編集

PGM̲Bをダブルクリック;
PGM̲B = 点滅

ヒューマンまたはマシン・プログラム中はMOD機能は

作用しません。
この働きを利用すればMOD機能を手動で

MOD設定

”フリーズ”させることができるでしょう。面白いタイミングの
ボタン4をクリックすることでシフトの進行方向を選択:
時計回り
=赤
反時計回り = 青
ランダム
=紫
オフ
= ボタン5を選択
ボタン5をクリックすることでラン/ストップを設定:
ラン/ストップ
=赤
ラン/ストップ・オール = 青
アルト・ラン/ストップ = 紫
オフ
= ボタン4を選択

ボタン6をクリック
シフトが有効の時はシフトの働きを設定します:
ジャンブルド・シフト有効 = 赤
ジャンブルド・シフト無効 = 消灯
ラン/ストップが有効の時はMODインの働きを設定します:
モーメンタリー = 赤
トグル = 消灯

組み合わせを発見するために複数のチャンネルの

MOD機能を同時にプログラムすることもできます。
MOD機能の働きは<プログラム編集>ページ内の

MOD設定で決定されます。MODインはMOD設定で

定められたMOD機能を作動させる入力です。

MOD機能には大きく分けて2つの働きがあります。

シフトは複数のMOD有効チャンネル間で各チャンネルに

プログラムされたヴァリアブル・クロック情報を

MODインへのゲート入力がある度に交換させます。

ラン/ストップは複数または全てのチャンネルを

動かす/休止させる、
またはリセットを行います。

MOD LEDはMOD機能が作動中は赤紫色に点灯します。

STATEを保存しない限り、入力したプログラムは保持されません。
つまり保存作業なしでシステムの電源を落とせば

入力したプログラムは消え、最後に保存したSTATEの状態に戻ります。
よって様々なプログラムを意欲的に試すことが

できるでしょう。

プログラム編集: シフト
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シフト機能は複数のMOD有効チャンネル間で各チャンネルにプログラムされたヴァリアブル・クロック情報をMODインへの

ゲート入力がある度に交換させます。
また、
チャンネル間のシフトの動きはプログラム編集ページ(PGM̲Bをダブルクリック=

PGM̲B点滅)から設定できます。例えば時計回りのシフトでチャンネル2,3,5をMOD有効にした場合、
MODインへ入力される

ゲートの立ち上がりでチャンネル2にプログラムされたヴァリアブル・クロック2はチャンネル3へ移動し、
チャンネル3に

プログラムされたヴァリアブル・クロック3はチャンネル5へ、
チャンネル5にプログラムされたヴァリアブル・クロック5は

チャンネル2へ移動します。
ゲートによるシフトの指令を受ける度にプログラム値をMODが有効化された次のチャンネルへ
渡す、
この働きを言い換えればヴァリアブル・クロックのパラメーター値のためのシフト・レジスターでしょう。

これらの変化はMODインへのゲートの立ち上がり時の角で発生します。
ゲートの立ち上がりを読み取るとMOD LEDは

赤紫色に点灯し、
パラメーターのシフトが直ちに行われます。任意のチャンネル・アウトをMODインへ入力することも可能です。

プログラム編集ページ内のボタン6は、STATEを変化させて再び元のSTATEに戻した際の
シフトの状態を2通りに設定することができます。

TIPS: シフト機能は各チャンネルの

ヴァリアブル・クロックの値を変えることなく異なる

チャンネルへデータをシフトさせることでSTATEの

・ジャンブルド・シフトが無効の時は最後に保存したSTATEの状態に戻ります。

ヴァリエーション作りにも活用できます。

・ジャンブルド・シフトが有効の時はSTATEを最後に使用した状態に戻ります。

2. 完成したSTATEをコピーして異なるSTATEへ

ボタン6 LED = 消灯

ボタン6 LED = 赤

ジャンブルド・シフトを無効にしていれば、
どれだけのチャンネルをMODでシフトさせていても、
最後に保存したSTATEで各チャンネルにプログラムしたヴァリアブル・クロックの値に簡単に

戻すことができます。
またミュート有効チャンネルはシフトされません。

ミュート有効チャンネルへのシフトを再現したい場合は代わりに大きい分母の分数値を
プログラムしたチャンネルへシフトさせると良いでしょう。

1. お好みのSTATEを作成します。

ペーストします。

3. PGM̲BをクリックしてMODプログラム・ページを
開き、2つ以上のチャンネルをMOD有効にします。
(ボタンLEDを紫色に点灯)

4. ゲート信号をMODインへ入力してシフトさせます。
5. シフトさせたチャンネルをMOD無効にします。

プログラム編集ページ内のボタン4でシフトの進行方向を設定します:
時計回り

ボタン4 = 赤

反時計回り

ボタン4 = 青

ランダム

ボタン4 = 紫

オフ

ボタン4 = 消灯

ボタン5 = いずれかの色で点灯

プログラム編集: ラン/ストップ
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ラン/ストップ機能はMODインを用いて各ヴァリアブル・クロック出力を休止またはリセットさせることで各チャンネルの

フェーズ関係をモジュレーションさせます。
ランの状態は各チャンネルにプログラムされたクロック周期の50%幅の

10Vゲートをヴァリブル・クロックとして各チャンネル・アウトから出力します。
ストップの状態でヴァリアブル・クロック出力は

0Vで休止します。
また、3種類の異なる働きのラン/ストップ機能をプログラム編集ページ(PGM̲Bをダブルクリック=

PGM̲B点滅)のボタン5から選択することができます。
ラン/ストップ
ボタン5 = 赤

ラン/ストップ・オール
ボタン5 = 青

アルト・ラン/ストップ
ボタン5 = 紫

オフ

ボタン5 = 消灯

ボタン4 = いずれかの色で点灯

ラン/ストップ ボタン5 = 赤

MOD有効チャンネル(ボタンLED紫色)の出力はMODインがゲート信号を受けて”オン”の際に始動<ラン>し、”オフ”の際に休止<ストップ>します。

ランはMODインへゲート信号を受けたらリーディング・テンポとのフェーズ関係を無視して直ちに始まり、
そのチャンネルにプログラムされたクロック周期の

フェーズをSTATEが変化するまで、
またはヒューマン/マシン・プログラムを行うか、MODインがストップの指令を受けるまで維持します。
この機能は

リーディング・テンポに対するMOD有効チャンネルのフェーズ関係への外部モジュレーションとして利用できます。
MOD無効チャンネル(ボタンLED青色)は
影響を受けません。MOD LEDは”オン”時に赤紫色に点灯し、”オフ”時に消灯します。MODインへパッチするゲート信号がリーディング・テンポの整数倍数/
分数の場合は(1:1, 2, 4, x2など)ラン/ストップはチャンネル・リセットとして働きます。

ラン/ストップ・オール ボタン5 = 青

全てのチャンネルの出力はMODインがゲート信号を受けて”オン”の際に始動<ラン>し、”オフ”の際に休止<ストップ>します。MOD有効チャンネル

(ボタンLED紫色)のランはMODインへゲート信号を受けたらリーディング・テンポのフェーズ関係を無視して直ちに始まり、
そのチャンネルに

プログラムされたクロック周期のフェーズをSTATEが変化するまで、
またはヒューマン/マシン・プログラムを行うか、
MODインがストップの指令を受けるまで
維持します。MOD無効チャンネル(ボタンLED青色)のランはリーディング・テンポのフェーズで始まります。
この機能は曲構成の始めと終わりを作る際に
便利です。TEMPIをDAWプロジェクトと同期させる場合は頭に2小節分の無音を置き、
そこでDAWからのクロックをTEMPIと同期させてからランの

指令/MODインへのゲートを送ってTEMPIを走らせましょう。
ラン/ストップ・オールはまた、MIDI to CVモジュールを用いて変換したMIDIノート・オン/

オフ・メッセージのゲート信号でTEMPIを走らせるのに便利でしょう。

アルト・ラン/ストップ ボタン5 = 紫

MODインがゲート信号を受けて”オン”の際にMOD有効チャンネル(ボタンLED紫色)は始動<ラン>し、MOD無効チャンネル(ボタンLED青色)は休止

<ストップ>します。
MODインに信号の入力のない”オフ”の際はその逆に働きます。
ランはリーディング・テンポのフェーズ関係を無視して直ちに始まり、

そのチャンネルにプログラムされたクロック周期のフェーズをSTATEが変化するまで、
またはヒューマン/マシン・プログラムを行うか、
ストップの指令を
受けるまで維持します。
この機能はリーディング・テンポに対する各チャンネルのフェーズ関係への外部モジュレーションとして利用できます。

MODインへパッチするゲート信号がリーディング・テンポの整数倍数/分数の場合は(1:1, 2, 4, x2など)ラン/ストップはチャンネル・リセットとして
働きます。

オフ ボタン5 = 消灯、
ボタン4 = いずれかの色で点灯

プログラム編集: ラン/ストップ
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プログラム編集ページ(PGM̲Bをダブルクリック=PGM̲B点滅)内でラン/ストップが有効化(ボタン5がいずれかの

色で点灯)されている時、
ボタン6をクリックすることでMODイン・ジャックの働きをモーメンタリーまたはトグルのいずれかに
選択できます。

モーメンタリー
ボタン6 = 赤

トグル

ボタン6 = 消灯

モーメンタリー ボタン6 = 赤

MODインへの入力されるゲートが立ち上がっている間はMODが”オン”の状態となり、
ゲートが下がっている間は
MODが”オフ”となります。

トグル

ボタン6 = 消灯

MODインへ入力されるゲートが立ち上がりでMODは”オン”の状態となり、
その後ゲートが下がり、再び立ち上がった時に

”オフ”となります。

STATE編集: STATE
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TEMPIはSTATEと名付けられたクロック/タイミング・シナリオを16段階、各4つのBANKに保存することで

最大64種類保存することが可能です。
STATE LEDによってBANKは色で、STATEの変化は点滅で表示されます。
STATEの選択はSTATE SELECT CVまたはGATEで行います。STATE GATEは入力ゲートの立ち上がりの角で
STATEを一段ずつ進行させます。併用した場合はSTATE SELECT CVによる変化が優先されます。

STATE SELECT GATEというゲート入力、
そしてコンボ・ノブ/アッテネーターに連なるSTATE SELECT CVという

CV入力があります。
STATE SELECT CVインへパッチングのない場合、
コンボ・ノブはパネル・コントロールとして働き、
STATEの選択を手動で操作することができます。
STATE SELECT CVインの入力レンジは0~5Vです。

STATE LEDはSTATEが変化する度に点滅します。

STATE 1にリセットするにはゲートをSTATE SELECT CVインへパッチしてコンボ・ノブ/アッテネーターを任意の値に
設定します。
ゲートが立ち上がるとTEMPIは使用したいSTATEの最終段(例えばSTATE 8としましょう)を選択します。

次にクロックまたはゲート信号をSTATE SELECT GATEインへ入力し、STATE1からSTATE8までをステップ進行

させます。
リセット・ゲートをSTATE SELECT CVインへ送るとゲートが下がった瞬間にSTATE1に戻ります。

この方法を使用すればSTATE1からリセットするSTATE nまで好きな数のSTATEを直線的にシーケンスさせることが
できます。

<ミュート>,<MOD>,<ヒューマン>,<マシン>,<フェーズ>のプログラミング中はCVまたはゲートによるSTATE SELECT

はパラメーターへのコントロールはプログラム終了まで反映されず、STATEは固定されます。
これによってMOD機能と
STATE選択モジュレーションを手動でフリーズさせることができます。
STATEの保存と復元:

PGM̲AとPGM̲Bを同時に押しながら
ボタン1をクリックで

STATEを復元します

また

+

ボタン2をクリックで

STATEを保存します

また

ボタン3をクリックで

メモリーからBANKを復元します

<STATE編集>: コピー・ペーストとミュテート
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STATE SELECTパネル・コントロールを用いてコピーしたいSTATEを選択します。STATE SELECTやMODへの

モジュレーション・ソースが入力されている場合は取り外し、任意のSTATEを手動で選択できるようにしてください。
STATEを選択したらPGM̲AとPGM̲Bを同時に長押ししてSTATE編集ページを開き、
ボタン4をクリックして

STATEをコピーします。
ペーストはコピーしたSTATEと全く同じデータを貼り付け、
ミュテートはコピーしたSTATEを
変化させて貼り付けます。

コピーが終了したらSTATE SELECTパネル・コントロールでペーストしたいSTATEを選択します。
ここで選択された

STATEはペーストによって上書きされますのでご注意を！ペースト作業に入るために再びPGM̲AとPGM̲Bを同時に
長押ししてSTATE編集ページを開き、
ボタン5をクリックしてペーストします。

またはここでSTATE SELECTパネル・コントロールでミュテート(コピーを変化させてペースト)したいSTATEを選択します。

ミュテートもペースト作業と同じく、選択されたSTATEに上書きを行います！

上書きするSTATEを選択したらPGM̲AとPGM̲Bを同時に長押ししてSTATE編集ページを開き、
ボタン6をクリックして

ミュテート(コピーを変化させてペースト)します。
ミュテートはコピーされたSTATEにプログラムされている値を少しだけ
変化させたデータを生成します。
より劇的、驚異的な変形をお望みであればミュテートしたSTATEを再びコピーして

ミュテートさせる…という作業を繰り返してみてください。
コピー、
ペースト、
ミュテートの作業を繰り返すことで簡単に
STATEまたはBANKを構成していくことが可能です。

STATEまたはBANKを保存しない限り、
これのプログラム変更は保持されません。
つまり保存作業なしでシステムの電源を
落とせば入力したプログラムは消え、最後に保存したSTATEの状態に戻ります。
よって様々なプログラムを意欲的に
試すことができるでしょう。

STATEのコピー、
ペースト、
ミュテートを行うには
PGM̲AとPGM̲Bを同時に長押しします。

ボタン4をクリックで

現在選択されているSTATEをコピーします。

また

+

ボタン5をクリックで

コピーされたSTATEを現在選択されている
STATEに上書きしてペーストします。

また

ボタン6をクリックで

コピーされたSTATEを現在選択されている
STATEに上書きしてミュテートします。

<BANK編集>設定
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BANK編集プログラム・ページを開くためにはPGM̲Aをダブルクリックし、PGM̲Aを点滅させます。

BANK編集ページを閉じるためにはもう一度PGM̲Aをダブルクリックします。

BANK編集

PGM̲Aをダブルクリック;
PGM̲A = 点滅

BANK選択:

ボタン1をクリックすることでBANKを選択します。
ボタン2をクリックすることで現在の全BANKとリーディング・テンポを保存します。
ボタン3をクリックすることでSELECTとTEMPOパラメーターをバス接続します。
ボタン4をクリックすることで現在選択されているBANKをコピーします。
ボタン5をクリックすることでコピーされたBANKを現在選択しているBANKにペーストで上書きします。
ボタン6をクリックすることでコピーされたBANKを現在選択しているBANKにミュテートで上書きします。
PGM̲Aをもう一度クリックすることでBANK編集を終了します。

使用BANKの選択を行うにはBANK編集ページを開き、(PGM̲Aをダブルクリック、PGM̲Aを点滅)ボタン1をクリック

しながらBANK1-4を順次開いていきます。

STATE LEDの色は選択BANKを表示します:

BANK1 = 青

BANK2 = アンバー

BANK3 = ピンク

BANK4 = 白

(LEDカラーは出荷時期により異なる場合があります)

全BANK保存:

全BANKに含まれる全てのコンテンツ(全STATEとリーディング・テンポ)を保存するにはBANK編集ページを開き、

(PGM̲Aをダブルクリック、PGM̲Aを点滅)ボタン2をクリックします。STATE LEDは赤で点滅して保存が完了したことを
表示します。

PGM̲Aをダブルクリック

+

ボタン2をクリックで現在の

全BANKとリーディング・テンポを保存します。

<BANK編集>設定
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BANKコピー・ペーストとミュテート:

BANK編集ページ内で(PGM̲Aをダブルクリック、PGM̲Aを点滅)でボタン1をクリックすることで現在選択されている
BANKをコピーすることができます。
ボタン1をクリックして任意のBANKを選択し、
ボタン4をクリックして

コピーしてみましょう。

今度はペースト先のBANKをボタン1をクリックして選択します。
ここで選択されたBANKはペーストによって上書き

されますのでご注意を！上書きするBANKを選択したらボタン5をクリックしてペーストを完了します。

ミュテートはコピーされたBANKにプログラムされている値を少しだけ変化させたデータを生成します。

コピーされたBANKをミュテートするにはまずPGM̲AをダブルクリックしてBANK編集ページを開き、
ボタン1を
クリックしてコピーBANKをミュテートしたものを上書きするBANKを選択します。上書きするBANKを

選択したらボタン6をクリックしてミュテートします。
より劇的、驚異的な変形をお望みであればミュテートした
BANKを再びコピーしてミュテートさせる…という行為を繰り返してみてください。

コピー、
ペースト、
ミュテートの作業を繰り返すことで簡単にBANKを構成していくことが可能です。

しかしリーディング・テンポと1:1の関係になっているチャンネルのヴァリアブル・クロック値に対して
ミュテートによる変化はほとんど表れません。

BANKのコピー、
ペースト、
ミュテートを行うには:

ボタン1をクリックでBANKを選択します

PGM̲Aをダブルクリックします

また
ボタン4をクリックで現在選択されている
BANKをコピーします

+

また

ボタン5をクリックでコピーされたBANKを
現在選択しているBANKにペーストで

また

上書きします

ボタン6をクリックでコピーされたBANKを
現在選択しているBANKにミュテートで
上書きします

<BANK編集>設定
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フリー/フォロー

TEMPOとSELECTパラメーターをバス接続でコントロールするにはBANK編集ページ内で(PGM̲Aをダブルクリック、

PGM̲Aを点滅)でボタン3をクリックします。
TEMPO LEDが緑色表示となればバス接続によるフォロー・モードとなります。

もう一度クリックしてTEMPO LEDが青色表示となればバス接続は切断され、
フリー・モードとなります。

フリー

TEMPO LED = 青

フォロー

TEMPO LED = 緑

フォローに設定するとTEMPIはSTATEをSELECTバスからの信号を受信して決定し、
リーディング・テンポは
TEMPOバスからの信号で決定されます。
しかしTEMPIからバスへ信号の送信はできません。

STATEとTEMPOのパネル・コントロールはフォロー中も使用可能です。
STATE SELECT CV/GATEは
SELECTバスでのSTATE選択へのモジュレーション、
またはオフセットとして加算されます。

TEMPOインへの外部クロックのパッチングはTEMPOバスとの接続を切断し、TEMPIはバスから独立した

リーディング・テンポで作動します。

BANK編集ページ内のボタン2をクリックして全BANK保存を行わない限り、
この設定変更はシステム電源の

再投入後に保持されません。
つまり保存作業なしでは、
この設定はシステムの電源を落とすまでしか継続しません。

よって様々なプログラムを意欲的に試すことができるでしょう。

<BANK編集>: SELECTバス/TEMPOバス
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SELECTバスとTEMPOバスはユーロラック・システムにおいてあまり使用されていないCV/GATEバスを利用し、

バス対応するその他のモジュールと同様にTEMPIのSTATE選択とリーディング・テンポをリモート・コントロール

(パッチングを使用しない)します。
同一バス・ボード上にある複数のTEMPIをバスからの信号で同時にコントロールする

ことで大々的なシステムのコントロールとパッチングによる複雑化を明快に行うことができるでしょう。何度も言いますが、
TEMPIはSELECT/TEMPOバスでの信号の受信しか行えません。
TEMPIからバスへ信号の送信はできません。

バス接続でコントロールするにはBANK編集ページ内で(PGM̲Aをダブルクリック、PGM̲Aを点滅)でボタン3を

クリックします。TEMPO LEDが緑色表示となればバス接続によるコントロールが可能になります。
SELECT/TEMPOバス使用不可
TEMPO LED = 青

SELECT/TEMPOバス使用可
TEMPO LED = 緑

バスの有効化を行う前に、
その他のバス対応モジュールからバスへのCVやGATEなどの信号の送信を止めてください。

Tips & Tricks
・複数のチャンネルを同時にプログラムすることもできます。
これによって直感的に面白いタイミングの組み合わせを作り上げることができるでしょう。
マシン、
ヒューマン、MOD、
ミュート、
フェーズのプログラミングにおいてその真価を発揮できるでしょう。

・コース・フェーズ調整はファイン・フェーズ調整に上書きされます。
この場合、
コース・フェーズ調整は整数ディヴァイザーまたは整数マルチプライアーに
戻ります。1:1の関係においても同様です。

・ミュート有効チャンネルはシフトされません。
ミュート有効チャンネルへのシフトを再現したい場合は、代わりに大きい分母の分数値をプログラムした
チャンネルへシフトさせると良いでしょう。
これはヴォイスのサウンドを遮断したりシーケンスを休止させるパッチに役立つでしょう。

・ミュテートを行う場合は必ず予め任意のSTATEまたはBANKをコピーしておく必要があります。
・ヒューマン・プログラミングを行う際に整数分数または整数倍数のみを使用したい場合はヒューマン・リソリューション100%に設定してください。
(プログラム編集ページ内でボタン3をクリック)4つ打ち系ビートを簡易的に作成するには最適でしょう。

・シフトを使用中にSTATEを変化させる時、
ジャンブルド・シフトを有効にしておけば再び元のSTATEに戻した際、各チャンネルは最後にシフトした
情報を保持しています。
ライヴ・パフォーマンスにおけるタイミングの変化を作成する上で便利です。

・シフトさせた各チャンネルを最初にプログラムした状態に戻したい場合はジャンブルド・シフトを無効にし、STATEを変化させ、再び元のSTATEに

戻してください。
ライヴ・パフォーマンスにおけるタイミングの変化を作成しながら各チャンネルへの最初のプログラムを保持したい場合に便利です。

・STATE SELECT CV及びコンボ・ノブによるパネル・コントロールによる操作はSTATE SELECT GATEによるステップ進行選択よりもアクセス権が
優先されます。
もしSTATE SELECT GATEでSTATEをステップ選択中にSTATE SELECTコンボ・ノブによる手動選択を行った場合は直ちに

パネル・コントロール(またはCV)の設定するSTATEに変化します。例えば、STATE1からSTATE SELECT GATEにゲートを送り、
STATE6まで

ステップ進行させたとします。
この時STATE SELECTコンボ・ノブを操作してSTATE2の値に設定すると次にSTATE SELECT GATEがゲートを
受けた場合はSTATE3となります。

・ミュート有効中のチャンネルに新たなヴァリアブル・クロックをプログラムすることは可能です。
ライヴ・パフォーマンスにおいて新たな
タイミング・パターンをリアルタイムで構築するのに大変便利でしょう。

・シフト機能及びMOD有効チャンネルはMODゲート・インへのトリガーまたはゲート入力がない限り作動しません。
シフトに関しては少なくとも
2つ以上のチャンネルをMOD有効にしなくてはなりません。

・リーディング・テンポと1:1の関係になっているチャンネルのヴァリアブル・クロック値に対してミュテートによる変化はほとんど表れません。
・STATEまたはBANKをコピーして、1度ミュテートした後も、
コピーしたオリジナル・データは保持されていますので続けて通常のペーストも可能です。
・劇的、驚異的に変形したミュテートをお望みであればミュテートしたデータを再びコピーしてミュテートさせる…という行為を繰り返してみてください。
コピー、
ペースト、
ミュテートの作業を繰り返すことで簡単にSTATEまたはBANKを構成していくことが可能です。

・精度の高いTEMPOのためには、外部クロックをTEMPOインへ入力してリーディング・テンポを作成した後、外部クロックのパッチをTEMPOから
外すと良いでしょう。
クロックジッタを作成するためにTEMPOインへパッチする前に外部クロックをプロセシングしても良いでしょう。

TEMPOインへの外部クロックの周期が変化してもパッチが接続したままであればTEMPIは同期を続けます。

・TEMPIのチャンネル・アウトをMODインやSTATE SELECT GATEイン、STATE SELECT CVインへパッチすることも大変活用的です。

しかし、
TEMPOインへの入力はフィードバック・ループを発生させ、
すぐにTEMPOの値が最大または最小値に達してしまうので注意してください。
(チャンネルとTEMPOの設定が1:1の場合は何も起こりません。)

・STATE1にリセットするにはゲートをSTATE SELECT CVインへパッチしてコンボ・ノブ/アッテネーターを任意の値に設定します。
ゲートが立ち上がるとTEMPIは使用したいSTATEの最終段(例えばSTATE8としましょう)を選択します。

次にクロックまたはゲート信号をSTATE SELECT GATEインへ入力し、STATE1からSTATE8までをステップ進行させます。

リセット・ゲートをSTATE SELECT CVインへ送るとゲートが下がった瞬間にSTATE1に戻ります。
この方法を使用すればSTATE1からリセットする
STATE nまで好きな数のSTATEを直線的にシーケンスさせることができます。
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