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FCC regulation warning (for USA)
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

法的免責事項
株式会社ソニックウェア（以下「SONICWARE」といいます）は、本文書が正確かつ最新のものであることを確保すべく努力致しますが、
本文書に掲載されている内容に起因するいかなる賠償要求や損失に対してもその責任を一切負わないものとします。また、本文書の情報
は、予告なく変更される可能性があります。SONICWARE は、随時、製品の仕様、プログラムの変更する権利を保有するものとします。
SONICWARE は、本文書に示されるすべての誤りの責任を負いません。SONICWARE は、契約、不注意、その他の行為に関わらず、本
情報の使用または機能、性能から生じるいかなる損害に対しても、責任を負いません。

著作権、登録商標について
			・SONICWARE は株式会社ソニックウェアの登録商標です。
			・MIDI は社団法人音楽電子事業協会（AMEI）の登録商標です。
			・本文書内のその他の会社名、製品名、規格名、登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
			・本文書内のすべての商標および登録商標は各所有者の著作権を侵害する意図ではなく、識別のみを目的として記載されております。
			・他の者が著作権を保有する音声ファイル、CD、レコード、ビデオ、テープ、放送、ストリーミング、作品などから録音する場合、
私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。
			・著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ソニックウェアは一切の責任を負いません。

安全に関する重要な注意事項
安全にご使用頂き、事故を未然に防ぐために、以下の注意事項を必ずお読みください。

＜警告＞この注意事項を守らないと使用者が死亡または重症を負う危険がある内容を示しています。
			・AC アダプターでの動作
コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。
雷が発生しているとき、長期間使用しないときは AC アダプターをコンセントから抜いてください。
			・電池での動作
市販の 			

1.5V 単三乾電池を使用してください。

ご使用の電池の注意事項をよくお読みになってください。
電池の＋ / －極を正しく挿入してください。
新しい電池と古い電池や種類の違う電池を同時に使用しないでください。
長期間使用しないときは、電池を取り外してください。
液漏れが発生したら、電池ボックスや端子に付いた液をよく拭き取ってください。
			・ケースを開け分解、改造を加えないでください。
			・落としたり、衝撃や無理な力を加えたりしないでください。
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			・液体をかけたり入れたりしないでください。
			・異物がケース内に入らないようにしてください。
			・大音量で使用しないでください。聴力損失の原因となりうる大音量が発生する可能性があります。
			・本体を輸送する場合は、購入時の個装箱と緩衝材をご使用ください。
			・本体の電源が入っている間は、布やビニールなどで包まないでください。
			・電源コードが踏まれたり、圧力がかかったりしないようにしてください。
			・下記の環境ではご使用にならないでください。故障の原因になります。
直射日光のあたる場所、40℃を超える環境、コンロなどの熱源の近く
温度が極端に低いところや高いところ
湿度が極端に高いところ、水のかかるところ
振動の多いところ、砂やほこりの多いところ
			・故障や異常が発生した場合は、すぐに電源を切りご使用をおやめください。

＜使用上の注意＞
この注意事項を守らないと使用者が怪我や物的損害の発生が想定される内容を示しています。
			・ケーブルを接続するときや本体の電源を操作するときは、接続している各機器の入力レベルを最小にするか電源を OFF にしてく
ださい。
			・お手入れ
画面やケースが汚れたときは、柔らかいクロスで力を入れず乾拭きしてください。
薬品（アルコール、ベンジン、シンナー、クレンザーなど含む）を使用しないでください。
汚れが落ちない場合は、水で布を少しだけ湿らせよくしぼってから、拭いてください。
製品が完全に乾くまで電源を入れないでください。
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演奏の準備
各部の名称
POWER
スイッチ

DC9V
ジャック

メインノブ
1～4

ディスプレイ

SYNC
IN

SYNC
OUT

MIDI
IN

MIDI
OUT

LINE LINE
IN
OUT

へッドフォン
ジャック

スピーカー

VALUE
ノブ
ノブ

TEMPO
LED

キー

ステップ
LED

ステップ
キー

鍵盤キー

接続する

※接続するケーブル類は 3m 以下のものを
使用してください。
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演奏の準備
起動の準備

めプリセットされたサウンドとシーケンスが保存されていま
す。

①  指定の AC アダプタ（9V 出力、1A 以上、EIAJ3 規格、内
径 1.7mm、外形 4.75mm、センター＋）を LIVEN XFM
の DC9V ジャックに挿します。

		 ・表示中のパラメーターが元の状態と同じ場合はディスプレイ

		 （AC

アダプターは必ず指定のものを使用してください。指定

右下にドットが表示されます。

以外の AC アダプターを使用した場合、故障の原因となりま
す。）

トラック

② AC アダプタをコンセントに挿します。

		 パターンにはトラックが 4 つあり、各トラックに別々の音色
を設定することができます。また、トラック毎にシーケンス
を作成できます。
		 ・電 池を使用する場合は、LIVEN XFM の裏蓋を外し、単 3
アルカリ電池 6 本を挿入します。
		 ・電 池残量が少なくなると一定間隔でディスプレイに BT.LO

		 ・最大同時発音数は 6 ボイスです。

が表示されます。

		 ・最 大同時発音数を超えた場合は、優先度の低いトラックの

		 ・電 池残量が少ない状態で起動すると、起動時にディスプレ

ノートからノートオフされます（ただし、リリース中の音が

イに BT.LO が表示されます。

ある場合は、トラックの優先度に従いリリース中の音が優先
してノートオフされます）。
		 ・優先度は TR4>TR3>TR2>TR1 です。

		 ・BT.LO が表示された場合、速やかに電池を交換してくださ
い。

起動
①  POWER スイッチを長押しすると、LIVEN XFM が起動し
ます。

終了
①  POWER スイッチを長押しすると、LIVEN XFM の電源が
落ちます。

		 ・エディット途中のサウンドセッティングは電源を切ると消え
てしまいますので、必要に応じて保存してください。

サウンドメモリー、トラックとパターン
		 サウンドメモリーとは FM シンセ音源の音色設定を保存する
領域です。
		 トラックとは使用するサウンドメモリーやフィルターなどの
音色設定とシーケンスなどの演奏情報を保存する領域です。
		 パターンとはトラックの 4 つの情報とテンポやエフェクトな
どのパターンに関する設定を保存する領域です。
		 サウンドメモリーは 16 個保存できるバンクが 32 バンクあ
り、最大 512 個保存することができます。
		 パターンは 16 個保存できるバンクが 8 バンクあり、最大
128 個保存することができます。
		 工場出荷時は一部のサウンドメモリー、パターンにあらかじ
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基本操作
基本的な操作について説明します。
		 ・もう一度押すと解除されます（

キー、

キーが消灯します）。

全体の音量を調整する
①

		 ・スイープを有効にしてレコーディングされたパターンでは、
パターン再生時にもスイープされます。

VOL ノブを回します。

② 鍵盤を演奏する

		 ・ディスプレイに音量が表示されます。
		 ・真ん中（63 ～ 64）が 0dB で - ∞～ +6dB の範囲で変更
できます。
		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。

		 ・スイープを有効にしてレコーディングされたパターンでは、
パターン再生時にもスイープされます。

オクターブ範囲を変える
① 

鍵盤をホールドする

キ ー（1 オ ク タ ー ブ 下 が る ）、
キー（1 オクターブ上がる）を押し

①

キーを押しながら鍵盤を弾くとホールドされます。

ます。

		 ・もう一度同じ鍵盤を弾くと解除されます。
		 ・標準のオクターブ範囲から -3 オクターブ～ +3 オクターブ

		 ・

の範囲で変更できます。

キーを押しながら

キーを押すと選択しているトラッ

クの鍵盤のホールドが解除されます。

		 ・オクターブの範囲によって

キーが、緑

		 ・パターンが再生中の場合、停止するとすべての鍵盤のホール

（± 1）→オレンジ（± 2）→赤（± 3）と変化します（標

ドが解除されます。

準は消灯）。
		 ・オクターブはトラック毎に保存されます。

ステップキーのパラメーターを変更する
①

ノブの基本操作

キーを押しながら、所望のステップキーを押します。

ノブを回すと大文字で印字されたパラメーターが変化します。


キーを押しながらノブを回すと小文字で印字されたパラ

		 ・現在の設定値が表示されます。

メーターが変化します。

		 ・シーケンスモードの設定は即時反映されます。

		 ・

キーを押しながら

ることができます（

キーを押すと

をホールドす

のホールドを解除するには

② ステップキーを複数回押すか、

キー

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。

ベロシティーを変える
①

キーを押しながら、 VELO ノブを回します。

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。
		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。

ノートをスイープさせて演奏する
		 ① 

キーを押しながら、

イープダウン）、

VALUE ノブを回してパラ

メーターを設定します。

を押します）。

キー（ス
キー（スイープアッ

プ）を押します。
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トラックの設定
トラックのシンセエンジン、フィルター、LFO、エンベロープジェ

			 2. ボイスモード

ネレータ（以下 EG）とエフェクトの設定について説明します。

			 3. フィルターの全設定
			 4. スイープの全設定

トラックの選択

			 5. トラックレベル

① 任意のトラックキーを押します。

			 6. パン

		 選択したトラックキーが赤に点灯します。

			 7. FX センド量

		選択していないトラックキーは緑に点灯します（ミュートし

			 8. LFO の全設定

ている場合はオレンジに点灯）。

			 9. リリース＆ゲート

		トラックのシーケンスの最初の 16 ステップがステップ LED

			 10. スイング

に表示されます。

シンセエンジンを変更する

		 ・ディスプレイにトラック番号が表示されます。

①

		 ・本体トップパネルの青色で塗りつぶされている部分がトラッ
ク毎にコントロールできるパラメーターになります。

キーを押してシンセエンジン

		 ・ディスプレイにシンセエンジン名が表示されます。

トラックのノートを全てクリアする
①

キーを押しながら、

を選択します。

		 ・

キーを押しながら、ノートをクリアしたいトラックキー

VALUE ノブでも変更できます。

		 ・シンセエンジンは 4 種類から選択できます。

を押します。

			 1. X-LAB（XLAB 表示）:2 種類のサウンドをブレンドして
新しいサウンドを作るシンセ
			 2. XFORM（XFRM 表示）:2 種類のサウンドが設定した時

		 ・ディスプレイにクリア対象が表示されます。

間で切り替わるシンセ
			 3. X-LFO（XLFO 表示）:2 種類のサウンドが周期的にモー

②

フィングするシンセ

VALUE ノブを回して、NOTE を選択します。

			 4. LIBRARY（LIB 表示）: 選択したサウンドが鳴るシンプ
③

ルなシンセ

キーを押します。

シンセエンジンを調整する

		 ・ディスプレイに CLR が表示されます。

①

メインノブ 1 ～ 4 を回します。（p.34【表 1

シンセエ

ンジンパラメーターリスト】参照）

トラックの音色設定を前回保存時の状態にする
①

キーを押しながら、音色設定を前回保存時の状態にした

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。

いトラックキーを押します。

		 ・

キーを押しながら各ノブを回すことで、シンセエンジン

の他の項目を調整できるようになります。
		 ・プリセットサウンドはプリセットサウンド一覧
（別ファイル）

		 ・ディスプレイにクリア対象が表示されます。
②
③

を参照してください。

VALUE ノブを回して、SND を選択します。

フィルターのタイプを変更する

キーを押します。

①

キーを押しながら、

キーを押してタイプを選択しま

す。
		

キーの LED が点灯します。

			・ディスプレイに CLR が表示されます。
			・トラックの音色設定をリロードすると音色は最後に保存し
た状態に戻ります。

		 ・ディスプレイにフィルターのタイプ名が表示されます。

			・クリアされるパラメーターは以下になります。

		 ・

				

		 ・フィルターは 10 種類から選択可能です。

1. シンセエンジンの全設定
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VALUE ノブでも変更できます。

トラックの設定
によって変化します。

			 1. LPF./\（LP/\ 表示）: 高域をカットするフィルター＋ア
タックとディケイが変化するエンベロープ

		 ・LPF.￨\_、HPF.￨\_、BPF.￨\_ はディケイが TIME によって
変化します。

			 2. LPF.￨\_（LP￨\_ 表示）: 高域をカットするフィルター +
ディケイが変化するエンベロープ

		 ・LPF.￨\_、HPF.￨\_、BPF.￨\_ はディケイが TIME によって
変化します。

			 3. LPF./￨_（LP/￨_ 表示）: 高域をカットするフィルター +
アタックが変化するエンベロープ

		 ・フィルターが同じタイプ（LPF./\ と LPF.￨\_ など）の場合
は DEPTH と TIME が共通になります。

			 4. HPF./\（HP/\ 表示）: 低域をカットするフィルター +
アタックとディケイが変化するエンベロープ
			 5. HPF.￨\_（HP￨\_ 表示）: 低域をカットするフィルター
+ ディケイが変化するエンベロープ

LFO のシェイプを変更する

			 6. HPF./￨_（HP/￨_ 表示）: 低域をカットするフィルター

①

+ アタックが変化するエンベロープ

キーを押しながら、

キーを押して、LFO の

シェイプを選択します。

			 7. BPF./\（BP/\ 表示）: 特定の帯域のみを通過させるフィ
ルター + アタックとディケイが変化するエンベロープ
			 8. BPF./￨_（BP/￨_ 表示）:特定の帯域のみを通過させるフィ

		 ・ディスプレイにタイプが表示されます。

ルター + ディケイが変化するエンベロープ

		 ・

			 9. BPF.￨\_（BP￨\_ 表示）:特定の帯域のみを通過させるフィ
ルター + アタックが変化するエンベロープ

VALUE ノブでも変更できます。

		 ・タイプは 8 タイプから選択可能です。

			 10. OFF : フィルターを使用しない

			 1. SINE（サイン波）
			 2. SQAR（矩形波）
			 3. TRI（三角波）

フィルターのカットオフ周波数を変更する
①

			 4. SAW（のこぎり波）

CUTOFF ノブを回します。

			 5. R.SAW（逆のこぎり波）
			 6. RNDM（ランダム波）
			 7. LOG（ログ波）
			 8. R.LOG（逆ログ波）

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。
		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。
		 ・70 ～ 21600Hz の範囲で周波数が変化します。

LFO 開始の遅延時間を変更する
①

フィルターのレゾナンスを調整する
①

キーを押しながら、

キーを押して、遅延時間

を変更します。

キーを押しながら、 reso ノブを回します。
		 ・ディスプレイに時間が表示されます。

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。

		 ・

		 ・BPF では帯域幅になります。

		 ・0 ～ 8000ms の範囲で時間が変化します。

VALUE ノブでも変更できます。

		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。
		 ・0.1 ～ 10 の範囲でレゾナンスが変化します。

LFO の速さを調整する

		 ・BPF では 0.1 ～ 2.0 オクターブの範囲で帯域幅が変化しま

①

す。

フィルターエンベロープを調整する
①

RATE ノブを回します。

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。

DEPTH ノブ、 TIME ノブを回します。

		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。
		 ・0.1 ～ 30Hz の範囲で周波数が変化します。

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。

ピッチ用の LFO の変化量を調整する

		 ・調整範囲は DEPTH が -63 から 63、TIME が 0 ～ 127 です。

①

		 ・27ms ～ 40s の範囲で時間が変化します。
		 ・LPF./\、HPF/\、BPF./\ はアタックとディケイが TIME
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PITCH ノブを回します。

トラックの設定
クターブに切り替わります。
		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。
		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。

スイープのスピードを変更する

		 ・0 ～± 2 オクターブの範囲で変化します。

①

キーを押しながら、

sweep spd ノブを回して、ス

イープのスピードを選択します。

LFO のフィルターカットオフ変化量を調整する
①

FILTER ノブを回します。
		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。
		 ・調整範囲は 0 ～ 31 です。

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。
		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。

スイープのカーブを変更する

		 ・0 ～ 100％の範囲で変化します

①

キーを押しながら、

キーを押して、スイープ

タイプを選択します。

トラックのノートの発音確率を変更する
①

キーを押しながら、

ノブを回して、確率を設定しま

		 ・ディスプレイにタイプが表示されます。

す。

		 ・

VALUE ノブでも変更できます。

		 ・タイプは 3 種類から選択できます。
			 1. LINEAR（LINE 表示）: 入力したノートからレンジ分直

		 ・ディスプレイに確率が表示されます。

線的に変化します。

		 ・調整範囲は 25 ～ 100 です。

			 2. EXP : 入力したノートからレンジ分最初ゆっくり変化し

		 ・25 ～ 100％の範囲で変化します。

後半急に変化します。

		 ・シーケンサーからの入力のみに影響します。

			 3. LOG : 入力したノートからレンジ分最初急に変化し徐々
にゆっくり変化します。

トラックの出力をエフェクトに送る量を設定する
①

を押しながら、

→ fx ノブを回して、センド量を設定

トラックのキーを変更する（トランスポーズ）

します。

①

キーを押しながら、

キーを押して、キーを変更

します。
		 （トラックのキーが半音上がる / 半音下がる）
		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。
		 ・調整範囲は OFF、1 ～ 127 です。
		 ・0 ～ 100％の範囲で変化します。

		 ・ディスプレイにキーの変化量が表示されます。

		 ・イ ンサートタイプのエフェクトは、OFF ではダイレクト

		 ・調整範囲は -12 ～ +12（1 で半音変化）です。

出力し、OFF 以外はダイレクト出力せずにエフェクトに

		 ・トラックの設定に保存されます。

100％送ります。

		 ・パターンの再生中にキーを変更した場合、再生位置がパター
ンの先頭に来たときに再生されるキーが変更されます。
		 ・ト ランスポーズによって、ノートが 0 ～ 127 を外れた場

スイープ量を変更する
①

キーを押しながら、

合は発音しません。
キーを押して、スイープ

量を選択します。

ボイスモードを変更する
①
		 ・

キーを押しながら、

キーを押して、ボイスモー

ドを選択します。

		 ・ディスプレイにスイープ量が表示されます。
VALUE ノブでも変更できます。

		 ・ス イープ量は 1 ～ 11 半音、1 オクターブ、2 オクターブ
から選択できます。
		 ・

		 ・ディスプレイにボイスモード名が表示されます。

キーを押すたびに 1 半音、1 オクターブ、2 オ
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トラックの設定
		 ・

VALUE ノブでも変更できます。

1 オクターブ下→低い音の 1 オクターブ下……

		 ・ボイスモードは 4 種類から選択できます。

			 11. DOWN-2（DN-2 表示）: 高い音→低い音→高い音の
1 オクターブ下→低い音の 1 オクターブ下→高い音の

			 1. POLY: 最 大 6 ボ イ ス 同 時 出 力 の モ ー ド（ ト ラ ッ ク

2 オクターブ下→低い音の 2 オクターブ下……

1 → 4 の順でボイスの優先度は高くなります）

			 12. PLAY ORDER（P.O 表示）: 鍵盤の押下順番通りに発

			 2. MONO: リトリガーありの 1 ボイス出力のモード

音

			 3. LEGATO（LGT 表示）: リトリガー無しの 1 ボイス出力
のモード
			 4. ARPEGGIATOR（ARP 表示）: 押さえている鍵盤を 1

トラックのスイング量を変更する

音ずつ発音するモード

①

キーを押しながら、 swing ノブを回します。

レガートの速度を変更する
①

キーを押しながら、

キーを押して MONO ま

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。

たは LGT を選択します。
②

キーを押しながら、

		 ・調整範囲は 0 ～ 75 です。

キーを押して速度を設定し

		 ・0 ～ 75％の範囲で変更可能です。

ます。

トラックのリリース & ゲート時間を変更する

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。
		 ・

①

VALUE ノブでも変更できます。

RELEASE & GATE ノブを回します。

		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。
		 ・0 から 10000ms の範囲で時間が変化します。

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます
		 ・調整範囲は 0 から 127 です。
		 ・85 ～ 127 の間で値を大きくするとリリース時間が長くなっ

アルペジエーターのタイプを変更する
①

キーを押しながら、

ていきます。（100％～）

キーを押して、ARP を選

		 ・84 から 42 の間で値を小さくするとリリース時間が短く

択します。
②

キーを押しながら、

なっていきます。（～ 100％）

キーを押して、アルペジエー

		 ・41 から 0 の間で値を小さくするとゲート時間が短くなっ

ターのタイプを選択します。

ていきます。（90 ～ 10％）
		 ・ゲート時間はシーケンサーからの発音のみに適用されます。
		 ・ボイスモードがアルペジエーターのときやシーケンサーモー
ドが STUTTER のときにも設定が反映されます。

		 ・ディスプレイにタイプ名が表示されます。
		 ・

VALUE ノブでも変更できます。

		 ・アルペジエーターのタイプは 12 種類から選択できます。

トラックの音量を変更する

			 1. UP: 低い音→高い音……
			 2. DOWN: 高い音→低い音……

①

キーを押しながら、 track level ノブを回します。

			 3. UP DOWN（UP.DN 表示）: 低い音→高い音→低い音→
高い音……
			 4. DOWN UP（DN.UP 表示）: 高い音→低い音→高い音→

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。

低い音……

		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。

			 5. UP&DOWN（U.A.D 表示）: 低い音→高い音→高い音→

		 ・真ん中が 0dB で - ∞～ +6dB の範囲で変更できます。

低い音→低い音→高い音→高い音→低い音……
			 6. DOWN&UP（D.A.U 表示）: 高い音→低い音→低い音→
高い音→高い音→低い音→低い音→高い音……

トラックのパンを調整する

			 7. RANDOM（RNDM 表示）: ランダムに発音

①

			 8. UP+1（UP+1 表示）: 低い音→高い音→低い音の 1 オ

キーを押しながら、 track pan ノブを回します。

クターブ上→高い音の 1 オクターブ上……
			 9. UP+2（UP+2 表示）: 低い音→高い音→低い音の 1 オ
クターブ上→高い音の 1 オクターブ上→低い音の 2 オク

		 ・ディスプレイにパンが表示されます。

ターブ上→高い音の 2 オクターブ上……

		 ・調整範囲は L63 ～ CNTR ～ R63 です。

			 10. DOWN-1（DN-1 表示）: 高い音→低い音→高い音の
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トラックの設定
トラックをミュートする
①

キーを押しながら、ミュートするトラックのトラック

キーを押します。
		 トラックキーがオレンジに点灯します。

		 ・ディスプレイに MUTE が表示されます。
		 ・もう一度トラックキーを押すとミュートが解除されます。

トラックの MIDI チャンネルを設定する
①

キーを押しながら、 MIDI CH キーを押して、T1 ～

		 4.CH を選択します
②

VALUE ノブを回して、チャンネルを選択します。

		 ・ディスプレイにチャンネルが表示されます。
		 ・設定範囲は OFF、CH.01 ～ CH.16 です。
		 ・送受信のチャンネルとなります。
		 ・初期値はトラック番号とチャンネル番号が同じです。

トラックをコピーする
① コピーしたいパターンのトラックを選択します。
②

キーを押しながら、 COPY キーを押します。

		 ・ディスプレイに COPY が表示されます。
③ ペーストしたいパターンのトラックを選択します。
④

キーを押しながら、 PASTE キーを押します。

		 ・ディスプレイに DONE が表示されます。
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パターンの再生と設定
パターンの再生と設定について説明します。
		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。

パターンの再生
①

		 ・調整範囲は 0 から 127 です。

キーを押します。

		 ・

		 ・真ん中が 0dB で - ∞～ +6dB の範囲で変更できます。

キーをもう一度押すと再生が停止します。

		 ・再生位置のステップ LED は、消灯の場合は点灯し、点灯の
場合は消灯します。

パターンを複数選択して順番に再生する
（チェイン再生）
①

		 ・現在の再生位置に対応したページキーが赤に点灯し、それ以

②

外は緑またはオレンジに点灯します。
キー（または、

、

、

③ ステップキーを押し、再生させたい順番でパターンを選択し

キー）を押すと

ます。

解除されます（固定中のページ以外は、再生ポジションに

		選択されたパターンのステップ LED が点灯し、パターン番号

なった場合は停止中と同じ色で高速点滅し、再生ポジション

がディスプレイに表示されます。

ではない場合には停止中と同じ色で点滅します）。

④

		 ・ページキーとステップの対応は以下になります。
			 1 ～ 16 ステップ :

キーを押し、パターンのバンクを選択

します。

		 ・パターン再生中にページキーを押すとページが固定され赤に
点灯し、

キーを 2 回押します（オレンジに点灯）。

キーが緑に点灯

			 17 ～ 32 ステップ :

キーが緑に点灯

			 33 ～ 48 ステップ :

キーがオレンジに点灯

			 49 ～ 64 ステップ :

キーがオレンジに点灯

キーを押すと、選択された順番でパターンが再生されま

す。

		 ・最後のパターンまで再生されると最後のパターンがループ再
生されます。
		 ・もう一度

パターンの選択
①

キーを押すとチェイン再生から抜けます。

		 ・選択したパターンのステップキーをもう一度押すと選択が解
除されます。

キーを押します。

		 ・チェイン再生中は STUTTER モードが使えません。

パターンを保存する

		 ・パターン番号が表示されます。

①

キーを押しながら、

②
②

キーを押します。

キーを押し、バンクを選択します。

③ ステップキーを押して、保存先を選択します。

キーを押し、パターンのバンクを選択

します。

		 ・ディスプレイに DONE が表示されます。
		 ・バンクは 1 ～ 8 まであります。

		 ・他のモードキー、

キーまたは

キーを押すとパターン

の保存をキャンセルできます。
		 ・

VALUE ノブを回して保存先のパターン番号を選択する

こともできます（

③ ステップキーを押し、パターンを選択します（パターン選択

キーで決定）。

モードから抜ける）。

パターンを初期化する
		 ・

①

VALUE ノブを回してパターンを選択することもできま

す（

キーを押しながら、

キーを押します。

キーで決定）。

		 ・現 在選択されているパターンを選択すると、パターンがリ
ロードされます（エディット中の設定がクリアされます）。

		 ・パターンの初期化が完了すると

が表示されます。

		 ・パターンや各トラックの設定、ノートとパラメーターロック
情報が全て消去されます。

パターンの音量を変更する
①

キーを押しながら、 ptn level ノブを回します。
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パターンの再生と設定
パターンをリロードする

		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。

①

キーを押します。

②

キーまたは現在のパターンに対応したステップキーを押

シーケンサーモードを設定する

します。

①

キーを押しながら、

キー、

キーを

押して、シーケンサーモードを選択します（選択中のシーケ
ンサーモードが点灯）。
		 ・パターンをリロードするとパターンの全ての情報は最後に保
存した状態に戻ります。
		 ・パターンの再生中にリロードすると、パターンチェンジと同

		 ・再生中でもモードを切り替えられます。

じタイミングでリロードされます。
		 ・シーケンサーモードは 2 種類から選択可能です。
			 1. STUTTER モード

エフェクトタイプを変更する
①
②

キーを押しながら、

			・選択トラックで押下中のステップキーのノートをステップ
昇順に再生するモード（選択されていないトラックは通常

キーを押します。

再生になります）。

VALUE ノブを回して、エフェクトを選択します。

		 エフェクトが OFF 以外のときは

			・ステップキーを一つも押下していないときは通常の再生が

キーが点灯します。

されます。
			・ステップキーを全てリリースしたときは、進んだステップ
分の位置に戻ります。

		 ・ディスプレイにエフェクトタイプ名が表示されます。
		 ・エフェクトタイプは 12 種類から選択できます。

			 2. RANDOM モード

			 1. OFF

			・各トラックで設定された RND STEP に応じてランダムに

			 2. CHORUS（CHRS 表示）

シーケンスを再生するモード。

			 3. FLANGER（FLNG 表示）

			 （p.19【ランダム再生時のトラックの再生単位を設定する】

参照）。

			 4. SEND DELAY（S.DLY 表示）

			・もう一度同じシーケンスモードを押すと、ノーマル再生に

			 5. INSERT DELAY（I.DLY 表示）

戻ります（別のシーケンスモードに移る際は押したタイミ

			 6. CRUSH（CRSH 表示）

ングで変更されます）。

			 7. REVERB（RVB 表示）
			 8. MONO REVERB（M.RVB 表示）
			 9. DISTORTION（DIST 表示）

パターン BPM を設定する

			 10. LOW PASS FILTER（LPF 表示）

①

			 11. HIGH PASS FILTER（HPF 表示）

PTN BPM ノブを回します。

			 12. ISOLATOR（ISO 表示）
			 13. TREMOLO（TRML 表示）

		 ・ディスプレイに BPM が表示されます。

		 ・エフェクトにはインサートタイプとセンドタイプがあり、イ
ンサートタイプのエフェクトが OFF のときはエフェクトに

		 ・調整範囲は 40 ～ 250 です。

入力されずドライサウンドがそのまま出力されます。OFF 以

		 ・設定されたテンポに合わせて TEMPO LED が点滅します。

外のときは、ドライサウンドはミュートされ、インサートエ

		 ・ディスプレイにテンポが表示されているときに、 VALUE

フェクトを通ったサウンドが出力されます。			

ノブを回すと 0.1 単位で値を変更できます。

イ ン サ ー ト エ フ ェ ク ト：I.DLY、CRSH、DIST、LPF、
HPF、ISO、TRML
			 センドエフェクト：CHRS、FLNG、S.DLY、RVB、M.RVB

グローバル BPM を設定する
①

キーを押しながら、 global BPM ノブを回します。

エフェクトのパラメーターを変更する
①

SPEED ノブ、 AMOUNT ノブを回します。
		 ・ディスプレイに BPM が表示されます。
		 ・調整範囲は 40 ～ 250 です。
		 ・設定されたテンポに合わせて TEMPO LED が点滅します。

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。

		 ・ディスプレイにテンポが表示されているときに、 VALUE

		 ・SPEED はエフェクトの時間変化、AMOUNT はエフェク

ノブを回すと 0.1 単位で値を変更できます。

トの 効きが変化します。
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パターンの再生と設定
BPM モードを設定する
①

②

VALUE ノブを回して、名前を変更したいパターンを選択

します。

キーを押しながら、 BPM キーを押して、PTN/GLBL

を選択します。

		 ・

キーとステップキーでも選択できま

す。

		 ・ディスプレイにモードが表示されます。
		 ・モードは 2 種類から選択可能です。
			 1. PATTERN（PTN 表示）: パターンで設定された BPM
③

が使用されます。
			 2. GLOBAL（GLBL 表示）: グローバル BPM が使用され

キーを押します

④ 名前を入力します。

ます。

		 ・

メトロノームの音量を調整する
①

のドット⇔三列目の文字⇔三列目のドット⇔四列目の文字）。

METRO キーを押します（ディスプレイに MTRO が表示

されます）。
②

キーで入力位置の左右の移動を行いま

す（一列目の文字⇔一列目のドット⇔二列目の文字⇔二列目
		 ・

⑤

		 ・メトロノームの音量がディスプレイに表示されます。

VALUE ノブで文字を選択します（ドットの場合、ドッ

トの有無を選択します）。

VALUE ノブを回して、メトロノームの音量を調整します。

キーを押すと、入力が確定されパターン選択に戻ります。

		 ・調整範囲は 0 ～ 15 です。

SYNC IN に接続された外部機器とテンポを同期す
る

プリカウントを設定する
①

キーを押しながら、 PRE COUNT キーを押します。

①LIVEN XFM の SYNC IN と外部機器の SYNC OUT を接続
します。
②クロックソースを SYNC に設定します（p.32【クロックソー

		 ・ディスプレイに PR.CT が表示されます。

②

スの設定をする】を参照）。

VALUE ノブを回して、プリカウントを変更します。

ELZ_1/PO シリーズとテンポを同期する
①ELZ_1 の AUX IN/PO シリーズの入力に LIVEN XFM のヘッ
ドフォンアウトを接続します。
②

		 ・ディスプレイにカウント数が表示されます。

キーを押しながら、

CLOCK キーを押して、A.OUT

を選択します。

		 ・調整範囲は OFF、1 ～ 8 です。

③

		 ・プリカウントの音量はメトロノームの音量と同じです（p.15

VALUE ノブを回して、ON を選択します。

【メトロノームの音量を調整する】参照）。
		 ・ヘッドフォンアウトの Lch から同期信号が出力されます。
		 ・ヘッドフォンアウトの Rch はモノラルミックスされた信号

パターン名を変更する
①

が出力されます。

キーを押しながら、 DATA キーを押して、P.N.ED を

選択します。

		 ・ディスプレイに現在選択されているパターン名が表示されま
す。
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パターンの再生と設定
		 ・CLOCK メニュー

LIVEN XFM のクロックをマスターと
INT

して外部機器と MIDI/SYNC 同期（例
1）

MIDI

SRC

SYNC

外部機器のクロックをマスターとして
MIDI 同期
外部機器のクロックをマスターとして
SYNC 同期（例 2）
外部機器 (PO シリーズ ) のクロックを
マスターとして Audio SYNC 同期（例

LN.IN

3）
LIVEN XFM の LINE IN の Lch から同
期信号が入力、Rch からモノラル信号
が入力

A.OUT

LIVEN XFM か ら ELZ_1/PO シ リ ー ズ に
Audio SYNC で接続する場合は ON（例 4）

		 外部機器との同期の接続例
		 例 1：LIVEN XFM をマスターとして外部機器と同期
マスター

同期
SYNC
OUT

SYNC
IN
モノラル
ミニピンケーブル

外部機器

SRC : INT
		 例 2：外部機器をマスターとして LIVEN XFM と同期
マスター
外部機器

同期
SYNC
OUT

SYNC
IN
モノラル
ミニピンケーブル

SRC : SYNC
		 例 3：PO シリーズをマスターとして LIVEN XFM と同期
マスター

同期

OUT
PUT

LINE
IN
ステレオ
ミニピンケーブル

SRC : LN.IN
		 例 4：LIVEN XFM をマスターとして ELZ_1/PO シリーズ
と同期
マスター

同期
AUX
IN
ステレオ
ミニピンケーブル

SRC : INT
A.OUT : ON
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トラックシーケンス
		 ・タイ付きノートは最終ページと 1 ページをまたげません。

各トラックへのシーケンスの入力と設定について説明します。

		 ・タイ付きノートの入力時に現在のステップより手前位置のス
テップを押下すると逆転します。

ステップレコーディングをする
①

		 ・

キーを押します（赤に点灯）。

キーは REC 中でなくても有効です。

		現在地のステップ LED が点滅し、ノートが入力されているス
テップはステップ LED が点灯します。
②

、

ステップレコーディング時にステップをコピー＆
ペーストする

キーを押し、ページを選択します（選択したページ

のページキーが赤に点灯）。

①

キーを押します（赤に点灯）。

		現在地のステップ LED が点滅し、ノートが入力されているス
テップはステップ LED が点灯します。

		 ・ページキーとパターンの長さの対応は以下になります。
			 1 ～ 16 :

② コピーしたいステップのステップキーを押します。

キーが緑に点灯

			 17 ～ 32 :

キーが緑に点灯

			 33 ～ 48 :

キーがオレンジに点灯

			 49 ～ 64 :

キーがオレンジに点灯

		 選択したステップ LED が点滅します。
③

キーを押しながら、 COPY キーを押します。

		 ・パ ターンの長さによってページキーが有効 / 無効になりま
す。

		 ・ディスプレイに COPY と表示されます。
④ ペーストしたいステップのステップキーを押します。

③ 入力する位置のステップキーを押します。

⑤

キーを押しながら、 PASTE キーを押します。

		入力されているノートが発音され、ステップ LED が点滅しま
す（Sustain で鳴り続けます）。
		 ・ディスプレイに DONE と表示されます。
		 ・タイ情報はコピーされません。
		 ・

VALUE ノブを回すとステップ位置が移動できます（移

動時にステップのノートが発音されます）。

ステップレコーディング時に自動でステップを移動
する（オートステップモード）

④ 鍵盤を弾きます。

①

		押下した鍵盤のノートが発音されます。
（Sustain で鳴り続け

キ ー を 押 し な が ら、

AUTO STEP キ ー を 押 し て、

ON/OFF を選択します。

ます）

		 ・ディスプレイに ON/OFF が表示されます。
		 ・ステップに入力されているノートと同じノートを入力すると
ノートが消去されます。
		 ・鍵盤を弾いたまま別のステップキーを押す（ページをまたぐ

リアルタイムレコーディングをする

ことも可能）と、そのステップまでの全てのステップにノー

キーを押した後、

キーを押します。

トが入力されます。tie が有効の場合は、連続して入力され

①

ているノートがタイ付きノートになります（タイ付きノート

② パターンが再生されるので、入力する位置で鍵盤を弾きます。

が入力されたステップ間に同じノートがあった場合は上書
きされます）。
		 ・

キーを押しながらステップキーを押すと、そのステップ

		 ・プリカウントが設定されている場合、プリカウント後に再生

キーのノートとパラメーターロックの情報が消去されます

が始まります（ディスプレイにプリカウント（CT- 数字）が

（押下したステップにタイ付きノートがあった場合は、その

表示されます）。

タイ付きノートは分割されずに全て消去されます）。

		 ・タイ付きノートを入力するには、

		 ・オ ートステップが ON の場合、全ての鍵盤をリリースした

キーを押しながら

キーを押し、タイを有効にします。

後に次のステップに自動で移動し、移動したステップのノー

		 ・サウンドロック時は、鍵盤を弾いたときにステップのノート

トが発音されます。

が上書きされます（p.18【演奏したときになるサウンドを

		 ・サウンドロック時は、鍵盤を弾いたときにステップのノート

ステップに記録する（サウンドロック）】参照）。

が上書きされます（p.18【演奏したときになるサウンドを
ステップに記録する（サウンドロック）】参照）。
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トラックシーケンス
ノートをステップに直接入力する
①

、

③

キーを押し、パターンを再生します。

キーを押し、ページを選択します。

		 ・プリカウントが設定されている場合、プリカウント後に再生
が始まります（ディスプレイにプリカウントが表示されま

		 ・パ ターン再生中にページキーを押すとページが固定され、

す）。

キーを押すと解除されます。

④ ノブを操作し、パラメーターを変更します。

② ノートを入力したいステップのステップキーを押し続けま
す。
③ 鍵盤を弾きます。

演奏したときに鳴るサウンドをステップに記録する
（サウンドロック）
① 現在のサウンドを記録したいトラックを選択します。

		 ・鍵盤を弾きながらステップキーを押すことでノートをステッ

②

プに直接入力することもできます。

③

、

キーを押し、ページを選択します。
キーを 2 回押します（オレンジに点灯）。

④ 現在のサウンドを入力したいステップを押し続けます。
⑤ 鍵盤を弾きます。

タイ付きノートを入力できるようにする
①

キーを押しながら、

キーを押して、ON に設定する（赤

に点灯）。
		 ・ステップレコーディング時も同じように記録されます。
		 ・リアルタイムレコーディング時も現在のサウンド（パラメー

パラメーターの操作を記録する（パラメーターロッ
ク）

ターロック情報）で入力されたノートが記録されます（シ
ンセエンジンのパラメーターの情報のみ記録され、フィル
ターの各パラメーター、LFO の各パラメーター、スイープ

① パラメーターの操作を記録したいトラックを選択します。
②

、

の各パラメーター、

キーを押し、ページを選択します。

、swing、track pan、track level、

RELEASE & GATE と → fx の情報は記録されません）。
		 ・録音時はノートが上書きされます。

		 ・パ ターン再生中にページキーを押すとページが固定され、
キーを押すと解除されます。

パラメーターロックを ON/OFF する
① パラメーターロックを ON/OFF するトラックを選択します
（p.8【トラックの選択】を参照）。

③ パラメーターを変更したいステップのステップキーを押し続

②

けます。

キーを押します。

		パラメーターロックが ON の時は緑に点灯、パラメーターロッ

④ ノブを操作し、パラメーターを変更します。

ク & サウンドロックが ON の時はオレンジに点灯、OFF のと
きは消灯します。
		パラメーターロックが ON の時は記録されているパラメー
ターロック情報に則って、パラメーターが変化します。

		 ・パラメーターを記録した後にパターンを保存しないと、パラ
メーターの記録は保存されません
		 ・STUTTER モードではパラメーターは記録されません。

パラメーターロックを初期化する

		 ・F X SPEED、FX AMOUNT、ptn level、velo、PTN
BPM、global BPM はパラメーターロックの対象外です。

① パラメーターロックを消去したいパターンを選択します
（p.13【パターンの選択】を参照）。

		 ・複数のステップのパラメーターを同時に記録することはでき
ません。

②パラメーターロックを消去したいトラックを選択します（p.8
【トラックの選択】を参照）。
③
④

パラメーターの操作をリアルタイムに記録する
① パラメーターの操作を記録したいトラックを選択します。
②

キーを押しながら、

キーを押します（赤に点

灯）。
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キーを押し続けます。
キーを押します。

トラックシーケンス
		 ・パラメーターロック情報の初期化が完了すると CLR と表示

		 ・設定された再生単位でランダムに再生されます。

されます。

		 ・設定範囲は、OFF、1、2、4、8、16 です。
		 ・全てのステップが網羅されるように再生されます。
		 ・OFF にすると、シーケンスモードが RANDOM 時にそのト

ノート / パラメーター情報を消去する
①

ラックはランダム再生されません。

キーを押しながら、ノート / パラメーター情報を消去し

たいステップを押します。

		 ・

キーを押している間、パラメーターロック情報があるス

テップは赤に点滅します。
		 ・ノートのレック中（

キーが赤に点灯）はノートのみ消去

されます。
		 ・パラメーターレック中（

キーが赤に点灯）はパラ

メーター情報のみ消去されます。
		 ・通常時、

キーと

キーが赤に点灯しているときは

ノートとパラメーター情報が消去されます。

トラックの長さを変更する
①

キーを押しながら、

②

キーを押します。

VALUE ノブを回して、長さを選択します。

		 ・ディスプレイに長さ（ステップ数）が表示されます。
		 ・調整範囲は 1 ～ 64 です。
		 ・

キーを押すたびに 16、32、48、64 に切り替わり

ます。
		 ・トラック毎に設定されたステップ数でループ再生されます。

1 ステップのノートを変更する
①

キーを押しながら、

②

キーを押します。

VALUE ノブを回して、ノートを変更します。

		 ・ディスプレイにノートが表示されます。
		 ・ノ ー ト は 1/1、1/2、1/.4、1/4、1/.8、1/2T、1/8、
1/.16、1/4T、1/16、1/32 から選択できます（. は付点、
T は三連符を表します）。

ランダム再生時のトラックの再生単位を設定する
①

キーを押しながら、

キーを押します（OFF 以外

は赤に点灯）。
②

VALUE ノブを回して、再生単位を変更します。

		 ・ディスプレイに再生単位が表示されます。
		 ・

VALUE ノブでも変更できます。

19

サウンドの編集
す。

サウンドの作成と編集について説明します。

		 ・

サウンドを編集する
①

キーを押下時はディスプレイにバンク

名が表示されます。
		 ・

キーを押しながら、 EDIT キーを押します。

VALUE ノブを回したときは、ディスプレイにサウンド

名が表示されます。

		 選択されているサウンドのステップ LED が点灯します。

		 ・

キーを押しながら鍵盤を弾くことで、保存先の音を確認

することができます。
		 ・ディスプレイに現在のバンク名が表示されます。
		 ・サウンド編集モード時は、パターンの再生はできません。

⑧

		 ・鍵盤を弾くと選択中のサウンドが鳴ります。

⑨ 名前の入力をします（現在位置の文字は点滅します）。

		 ・

キーを押しながら

キーを押します。

キーを押すとオ

クターブが変わります。
②

		 ・

キー押して、バンクを選択します。

キーで入力位置の左右の移動を行いま

す（一列目の文字⇔一列目のドット⇔二列目の文字⇔二列目
のドット⇔三列目の文字⇔三列目のドット⇔四列目の文字）。
		 ・

		 ・バンクは 32 バンクあります。

		 ・使用可能な文字はアルファベットの大文字と数字です。

		 ・ディスプレイにバンク名が表示されます。
		 ・ボリュームタイプの

VALUE ノブで文字を選択します（ドットの場合、ドッ

トの有無を選択します）。

VALUE ノブでバンクを選択するこ

ともできます。
⑩

キーを押すと、サウンドが保存されサウンド編集モード

から抜けます。
③

VALUE ノブを回して、サウンドを選択します。

サウンドをクリアする
①【サウンドを編集する】の手順① ～④ を行います。

		 ・ステップキーを押すことでサウンドを選択することもできま

②

す。

キーを押します。

		 ・ディスプレイにサウンド名が表示されます。

		 ・ディスプレイに INIT と表示されます。
④

キーを押し、サウンド編集モードに入ります。

		 選択中の

キーまたは

		 ・選択されているサウンドが初期値になります。

キーが点灯します。

		 ・サウンドの編集を続けて行うことができます。

⑤ 各パラメーターを調整します（詳細はサウンドの各パラメー
ターの編集を参照）。

サウンドをコピーする
①【サウンドを編集する】の手順① ～ ④を行います。
		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。

②

		 ・パラメーターの調整が効かないキーは ---- が表示されます。

③

キーを押します。

す。

す。

		 ・
キーと

VALUE ノブで、コピー元の

		 ・ス テップキーを押すことで保存先を選択することもできま

		選択されているサウンドの位置のステップ LED が点灯しま
⑦

キーと

サウンド番号を選択します。

		 ・保存した値から変わると EDITED LED が点灯します。

⑥ パラメーターの調整が完了したら

キーを押します。

キーを押下時はディスプレイにバンク

名が表示されます。

VALUE ノブで、保存先を選

択します。

		 ・

VALUE ノブを回したときは、ディスプレイにサウンド

名が表示されます。
		 ・

キーを押しながら鍵盤を弾くとコピー元のサウンドを確

認できます。

		 ・ステップキーを押すことで保存位置を選択することもできま
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④

キーを押すと、サウンドがコピーされ、サウンド編集モー

②

ドに移動します。

キーと

サウンドの名前を変更する

		 ・ス テップキーを押すことで保存先を選択することもできま
す。

①【サウンドを編集する】の手順①～④を行います。
②

VALUE ノブで、保存先を選

択します。

		 ・

キーを押します。

キーを押下時はディスプレイにバンク

名が表示されます。

③ 名前の入力をします。

		 ・

VALUE ノブを回したときは、ディスプレイにサウンド

名が表示されます。
		 ・

		 ・

キーで入力位置の左右の移動を行いま

す（一列目の文字⇔一列目のドット⇔二列目の文字⇔二列目

		 ・

のドット⇔三列目の文字⇔三列目のドット⇔四列目の文字）
		 ・

キーを押しながら鍵盤を弾くことで、保存先の音を確認

することができます。
キーを押しながら

キーを押すと、

オクターブが変わります。

VALUE ノブで文字を選択します（ドットの場合、ドッ

トの有無を選択します）
		 ・使用可能な文字はアルファベットの大文字と数字です。

④

③

キーを押して、通常モードに戻ります。

キーを押すと、名前の変更が保存され、サウンド編集モー

ドに戻ります。

		 ・

キーで保存がキャンセルされます。

		 ・キャプチャーされたサウンドは元のサウンドから少し変化す
る場合があります。

サウンドバンクの名前を変更する
①【サウンドを編集する】の手順① ～ ②を行います。
②

キーを押します。

③ 名前の入力をします。

		 ・

キーで入力位置の左右の移動を行いま

す（一列目の文字⇔一列目のドット⇔二列目の文字⇔二列目
のドット⇔三列目の文字⇔三列目のドット⇔四列目の文字）
		 ・

VALUE ノブで文字を選択します（ドットの場合、ドッ

トの有無を選択します）
		 ・使用可能な文字はアルファベットの大文字と数字です。

④

キーを押すと、名前の変更が保存され、サウンド選択状

態に戻ります。

シンセエンジンのサウンドを取り込む
（キャプチャーモード）
①

キーを押しながら、 CAPTURE キーを押します。

		 ・シ ンセエンジンが X-LAB と LIBRARY のときのみキャプ
チャーモードに入ります。
		 ・ディスプレイに CPTR が表示されます。
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④

サウンドの各パラメーターの編集について説明します。

VALUE ノブを回し、①で選択したオペレーターからの接

続レベルを設定します。
付属のサウンド編集用パネルを被せて編集を行います。
この章ではサウンド編集モードに入った状態からの説明になりま
す。

		 ・ディスプレイにレベルが表示されます。

サウンド編集モードへの入場は【サウンドを編集する】の手順

		 ・接 続元と接続先が異なるオペレーターの場合の設定範囲は

① ～ ④ を行います。

0 ～ 127、同じ場合の設定範囲は -63.0 ～ 64.0 になりま

サウンド編集モード時は

す。

キーはオクターブ

として機能します。

		 ・63.0 より大きく値を設定すると徐々にノイズになっていき
ます。

編集するオペレーターを選択する

		 ・同 じオペレーター間の接続はフィードバック量となります
（例 : オペレーター 1 を選択時に OP1 の接続レベルを設定）。

① 編集する OPERATOR キーを押します。

		 ・フィードバックがマイナスの場合は奇数倍音が多く含まれる

		 選択した OPERATOR キーが赤に点灯します。

サウンドに変化していきます。
		 ・フ ィードバックは各オペレーターの

fb ノブ（page2）

を回すことでも設定できます。
		 ・オレンジの線で囲まれたステップキーが、各オペレーター、
ミキサー毎にコントロールできるパラメーターです。

		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。
（フィードバック時はエンコー

		 ・クイックエディットエリアは、選択しているオペレーターに

ダータイプは 0.1 単位で変化し、ボリュームタイプは 1 単

関係なく各オペレーターのパラメーターを直接変更できま

位で変化します）。

す。
		 ・コントロールできない / パラメーターがないステップキーを
押下したときはディスプレイに ---- が表示されます。

オペレーターのレシオを設定する
① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。
②

オペレーターをオフにする

キーを押します。

③

① 選択しているオペレーターの OPERATOR キーを押します。

キーをします。

		

		OPERATOR キーがオレンジに点灯します（選択中は赤に点

キーの LED が点灯します。

灯）。
		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。
		 ・ディスプレイに OFF と表示されます。
		 ・ミュート中のオペレーターの OPERATOR キーを押すとそ

④

のオペレーターが選択され、さらにその OPERATOR キー

VALUE ノブを回して、レシオを設定します。

を押すとミュートが解除されます（ディスプレイに ON と
表示されます）。
		 ・オペレーターはサウンド編集中のみミュートされ、保存はさ

		 ・ディスプレイにレシオが表示されます（整数部 . 小数部）。

れません。

		 ・設定範囲は 0.5、1 ～ 32 で 0.01 ステップで変化します。
		 ・各オペレーターの

オペレーターからの接続レベル（フィードバック）
を設定する
① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。
②

も設定できます（

RATIO と

FINE ノブを回すことで

RATIO ノブは 0.5 と整数部分のみ、

FINE ノブは小数部分が変化します）。
		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。

キーを押します。

③ OP RECEIVE LEVEL
		 OP RECEIVE LEVEL

1 ～ 4 キーを押します。
1 ～ 4 の LED が点灯します。

オペレーターのレベルを設定する
① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

②

キーを押します。

③

キーを押します。
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キーの LED が点灯します。
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		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

		 ・ディスプレイに ON/OFF が表示されます。

		 ・各オペレーターの

		 ・ON にすると入力されるノートによらず、設定された周波数

level ノブ（page2）を回すことでも

でオペレーターが出力します。

設定できます。

		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。
④

VALUE ノブを回して、レベルを設定します。

fixed モード時の周波数を設定する
① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。

		 ・ディスプレイにレベルが表示されます。

②

		 ・設定範囲は 0 ～ 127 で変化します。

③

		 ・- ∞から +6dB で値が変化します（63 が 0dB）。
		 ・

キーを押します。
キーを押します。

		

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

キーの LED が点灯します。

の両方を使うことができます。
		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

オペレーターのデチューンを設定する
① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。
②

④

キーを押します。

③

VALUE ノブを回し、周波数を設定します。

キーを押します。

		

キーの LED が点灯します。
		 ・ディスプレイに周波数が表示されます。
		 ・設定範囲は 1.0 ～ 9831Hz です。

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

		 ・各オペレーターの

RATIO/FREQ と

FINE ノブを回

すことでも設定できます。
④

		 ・

VALUE ノブを回して、デチューンを設定します。

		 ・ディスプレイにデチューンが表示されます。

オペレーターのエンベロープを設定する

		 ・設定範囲は -63 ～ 63 です。
		 ・各オペレーターの

① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。

detune ノブ（page2）を回すことで

②

も設定できます。
		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。

または

キーを押します。

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。
		 ・LEVEL の設定は

、time の設定は

を押します。

オペレーターを fixed モードに設定する
③ ENVELOPE GENERATOR キーを押します

① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。
②

キーを押します。

③

キーを押します。

		

		 対応する ENVELOPE GENERATOR の LED が点灯します。

キーの LED が点灯します。
		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。
④
④

VALUE ノブを回し、エンベロープを設定します。

VALUE ノブを回して、ON/OFF を設定します。
		 ・ディスプレイにレベルまたはタイムが表示されます。
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ピッチのエンベロープを設定する

		 ・設定範囲は 0 ～ 127 です。
		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。

①

キーを押します。

②

または

キーを押します。

		 ・ALEVEL の設定が 0 のときは鍵盤を押下して time 設定分
経過してから Decay の遷移が開始します。
		 ・ADSR 表記になっていますが、LEVEL を自由に設定できる

		 ・LEVEL の 設 定 は PAGE1、time の 設 定 は page2 を 押 し

ので、様々な形のエンベロープに設定することができます。

ます。

オペレーターのエンベロープカーブを設定する

③ ENVELOPE GENERATOR キーを押します。

① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。
②

キーを押します。

③

または

キーを押します。

または

キーが点灯します。

		

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

④

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

④

VALUE ノブを回して、エンベロープを設定します。

		 ・ディスプレイにレベルまたはタイムが表示されます。

VALUE ノブを回して、カーブを設定します。

		 ・LEVEL の設定範囲は -48 ～ 48 です。
		 ・time の設定範囲は 0 ～ 127 です。

		 ・ディスプレイにカーブが表示されます。

		 ・

		 ・設定範囲は -9 ～ 9 で変化します。
		 ・マイナス方向に数値を大きくすると立ち上がりの早いエンベ

		 ・ALEVEL の設定が 0 のときは鍵盤を押下して time 設定分

ロープカーブになります。

経過してから Decay の遷移が開始します。

		 ・プ ラス方向に大きくすると立ち上がりの遅いエンベロープ

		 ・ADSR 表記になっていますが、LEVEL を自由に設定できる

カーブになります。

ので、様々な形のエンベロープに設定することができます。

		 ・0 はエンベロープカーブが線形に変化します。
		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。

オペレーターのキーボードゲインスケーリングのデ
プスを設定する（LEFT/RIGHT）
① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。

ピッチエンベロープのオンオフを設定する
① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。
②

キーを押します。

③

キーを押します。

		

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。

②

キーを押します。

③

または

キーを押します。

または

キーの LED が点灯します。

		

キーの LED が点灯します。
		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。
④
④

VALUE ノブを回して、デプスを設定します。

VALUE ノブを回して、オンオフを設定します。
		 ・ディスプレイにデプスが表示されます。
		 ・設定範囲は -63 ～ 63 です。

		 ・ディスプレイに ON/OFF が表示されます。
		 ・

		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。

の両方を使うことができます。
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オペレーターのキーボードゲインスケーリングの
カーブを設定する（LEFT/RIGHT）

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。
②

キーを押します。

③

または

キーを押します。

または

キーの LED が点灯します。

		

④

VALUE ノブを回して、ベロシティー感度を設定します。

		 ・ディスプレイに感度が表示されます。

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

		 ・値が大きいほどベロシティーがオペレーターのレベルに反映
されるようになります。
		 ・設定範囲は 0 ～ 127 です。

④

VALUE ノブを回して、カーブを選択します。

		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。

		 ・ディスプレイにカーブが表示されます。

オペレーターのキーボードタイムスケーリングを設
定する

		 ・カーブは 2 種類から選択できます。
			 1. LINEAR（LINE 表示）

① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。

			 2. EXPONENTIAL（EXP 表示）
		 ・

②

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

キーを押します。

③

の両方を使うことができます。

キーを押します。

		

オペレーターのキーボードゲインスケーリングのス
ケーリングポジションを設定する

キーの LED が点灯します。

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。
②

キーを押します。

③

キーを押します。

		

④

VALUE ノブを回して、タイムへのキーボードスケールの

反映量を設定します。

キーの LED が点灯します。

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

		 ・ディスプレイにパラメーターが表示されます。
		 ・値が大きいほど低いノートのエンベロープのタイムが長く、
高いノートほどエンベロープのタイムが短くなります。

④

		 ・設定範囲は 0 ～ 127 です。

VALUE ノブを回して、スケーリングポジションを設定し

		 ・

ます。

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。

		 ・ディスプレイにスケーリングポジションが表示されます。
		 ・ス ケーリングポジションは 7 種類から選択できます（C1、
C2、C3、C4、C5、C6、C7）。
		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。

ミキサーへのオペレーターの接続レベルを設定する
①

キーを押します。

②

キーを押します。

③ MIXER RECEIVE LEVEL
		 MIXER RECEIVE LEVEL

1 ～ 4 キーを押します。
1 ～ 4 の LED が点灯します。

オペレーターのベロシティー感度を設定する
① OPERATOR キーを押して、オペレーターを選択します。
②
③
		

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

キーを押します。
キーを押します。
キーの LED が点灯します。
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④

VALUE ノブを回し、各オペレーターから MIXER への接

続レベルを設定します。

		 ・ディスプレイにレベルが表示されます。
		 ・設定範囲は 0 ～ 127 です。
		 ・－∞から 0dB の範囲で設定できます。
・

MIXER RECEIVE LEVEL

、1 ～ 4 ノブを回すこと

でも設定できます。
		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。

ミキサーの出力レベルを設定する
①

キーを押します。

②

キーを押します。

③

キーを押します。

		

キーの LED が点灯します。

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。

④

VALUE ノブを回し、MIXER の出力レベルを設定します。

		 ・ディスプレイにレベルが表示されます。
		 ・設定範囲は -63 ～ +63 です。
		 ・-12dB から +12dB の範囲で変化します。

アルゴリズムを選択してオペレーターの接続を設定
する
①

キーを押しながら、

		

キーと

キーを押します。

キーが点灯します。

		 ・

VALUE ノブはエンコーダータイプとボリュームタイプ

の両方を使うことができます。
		 ・

キー、

キーまたは

キーを押すと、アルゴリズ

ム選択を抜けます。

		 ・ディスプレイに設定値が表示されます。
		 ・設定範囲は AL01 ～ AL16 です。
③
②

キーを押すと、アルゴリズムが選択され、アルゴリズム

選択を抜けます。

VALUE ノブを回し、アルゴリズムを選択します。

サウンド編集時のボイスモードを変えて演奏する

		 ・ディスプレイにアルゴリズム番号が表示されます

① VOICE MODE キーを押して、ボイスモードを選択します。

		 ・設定できるアルゴリズムは以下の 16 種類です。
			
（

がキャリア、

がモジュレーターで、左から順に

OP1、OP2、OP3、OP4 を表しています）。

		 ・ディスプレイにモードが表示されます。
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サウンドの各パラメーターの編集
		 ・ボイスモードは 3 種類から選択できます。
			 1. POLY: 最大 6 ボイス同時出力のモード
			 2. MONO: リトリガーありの 1 ボイス出力のモード
			 3. LEGATO（LGT 表示）: リトリガー無しの 1 ボイス出力
のモード
		 ・page2 の adj でレガートの時間やアルペジエータ―のタイ
プを変えることができます。
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外部入力の設定
外部入力に関する設定について説明します。

FX へのセンド量を変更する
①

キーを押しながら、

キーを押して、センド量

を変更します。
		

キーの LED は OFF 以外で点灯します。

		 ・ディスプレイにセンド量が表示されます。
		 ・

VALUE ノブでも変更できます。

		 ・調整範囲は、OFF、1 ～ 127 です。
		 ・

キーを押すたびに、OFF、10、30、50、70、

90、110、127 に切り替わります。

ゲインを変更する
①

キーを押しながら、 LINE IN キーを押し、GAIN を選

択します。
②

VALUE ノブを回して、ゲインを変更します。

		 ・ディスプレイにゲインが表示されます。
		 ・調整範囲は 0 ～ 127 です。
		 ・- ∞～ +6dB の範囲で変更できます。
		 ・90 で 0dB です。

モノラル / ステレオを設定する
①

キーを押しながら、 LINE IN キーを押し、MONO を

選択します。
②

VALUE ノブを回して、ON/OFF を変更します。
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MIDI の設定
②

MIDI に関する設定について説明します。

パターン用パラメーターの MIDI チャンネルを設定
する
①

VALUE ノブを回して、ON/OFF を変更します。

		 ・ディスプレイに ON、OFF が表示されます。

キーを押しながら、 MIDI CH キーを押して、PT.CH

を選択します。
②

VALUE ノブを回して、チャンネルを設定します。

MIDI OUT の設定をする
①

キーを押しながら、 MIDI キーを押して、M.OUT を選

択します。
		 ・ディスプレイにチャンネルが表示されます。

②

VALUE ノブを回して、MIDI OUT の設定をします。

		 ・設定範囲は OFF、CH.01 ～ CH.16 です。
		 ・送受信のチャンネルとなります。
		 ・ディスプレイに OUT、THRU が表示されます。

現在アクティブなトラックにアクセスするための
MIDI チャンネルを設定する（オートチャンネル）
①

MIDI コマンドの設定をする

キーを押しながら、 MIDI CH キーを押して、AT.CH

①

を選択します。
②

キーを押しながら、 MIDI キーを押して、M.CMD を選

択します。

VALUE ノブを回して、チャンネルを設定します。

②

		 ・ディスプレイにチャンネルが表示されます。

VALUE ノブを回して、MIDI コマンドの設定をします。

		 ・ディスプレイに設定が表示されます。

		 ・設定範囲は OFF、CH.01 ～ CH.16 です。

		 ・設定は 4 種類から選択できます

		 ・送受信のチャンネルとなります。

			 1. OFF: 送受信しない
			 2. RX: 受信のみ行う
			 3. TX: 送信のみ行う

アウトプットチャンネルを設定する
①

			 4. RX.TX: 送受信を行う

キーを押しながら、 MIDI CH キーを押して、O.CH を

選択します。
②

VALUE ノブを回して、使用するチャンネルを選択します。

①

		 ・ディスプレイにチャンネルが表示されます。

②

コントロールチェンジの送信を ON/OFF をする

VALUE ノブを回して、ON/OFF を変更します。

		 ・ディスプレイに ON、OFF が表示されます。
		 ・コントロールチェンジの受信は常に有効です。

MIDI クロックの出力を ON/OFF する
①

VALUE ノブを回して、ON/OFF を変更します。

		 ・ディスプレイに ON、OFF が表示されます。

キーを押しながら、 MIDI キーを押して、TX.CC を選

択します。
②

キーを押しながら、 MIDI キーを押して、TX.AS を選

択します。

		 ・設定範囲は TRCK、AUTO です。

①

アクティブセンシングの送信の ON/OFF を設定す
る

キーを押しながら、 MIDI キーを押して、TX.CK を選

択します。
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ユーザーデーターの保存・読み込み
ユーザーデーターの保存や読み込みに関する方法について説明し
ます。

		 ・受信完了後に受信したパターンデーターが現在のパターンに
反映されます（保存はされません）。

ユーザーデーターの保存や読み込みは MIDI 経由で行うため、デー

		 ・受信したデーターの保存が必要な場合は、パターンの保存を

ターの送受信を行う機器と LIVEN XFM を MIDI で接続してくだ

行ってください。

さい。

パターンデーターをエクスポートする

サウンドデーターをインポートする

①エクスポートしたいパターンを選択します（p.13【パターン

① サウンド編集モードに入り、インポート先のサウンドを選択

の選択】を参照）。
②

する（p.20【サウンドを編集する】の ① ～ ④ を参照）。

キーを押しながら、 DATA キーを押して、P.EXP を

② 送信側でデーターの送信を開始します。

選択します。
③
④

VALUE ノブを回して、PTN を選択します。
キーを押して、送信を開始します。
		 ・受信完了後に受信したサウンドデーターが現在のサウンドに
反映されます（保存はされません）。

		 ・データー送信の状態に関わらず

		 ・受信したデーターの保存が必要な場合は、サウンドの保存を

キーでキャンセルできま

行ってください。

す。
		 ・送信完了後ディスプレイに DONE が表示され、通常モード
に戻ります。

サウンドバンクをインポートする
① サウンド編集モードに入り、インポート先のバンクを選択す
る（p.20【サウンドを編集する】の ① ～ ② を参照）。

サウンドデーターをエクスポートする

② 送信側でデーターの送信を開始します。

① サウンド編集モードに入り、エクスポートしたいサウンドを
選択します（p.20【サウンドを編集する】の①～④を参照）。
②

キーを押して、送信を開始します。
		 ・受信完了後にディスプレイに SAVE と表示されます。

		 ・データー送信の状態に関わらず

キーでキャンセルできま

③

す。

キーを押す

		 ・送信完了後ディスプレイに DONE が表示され、波形編集モー
ドに戻ります。
		 ・保存完了後にディスプレイに DONE と表示されます

サウンドバンクをエクスポートする
① サウンド編集モードに入り、エクスポートしたいバンクを選
択します（p.20【サウンドを編集する】の ① ～ ② を参照）。
②

キーを押して、送信を開始します。

ユーザーデーターをバックアップする
XFM を起動します。
②
③

		 ・データー送信の状態に関わらず

4 キーを押しながら POWER スイッチを押し LIVEN

①

VALUE ノブを回して、EXPT を選択します。
キーを押すと、転送が始まります。

キーでキャンセルできま

す。
		 ・送信完了後ディスプレイに DONE が表示され、バンク選択

		 ・ステップキーの LED がデーター送信の進行状況を表します

状態に戻ります。

（ステップキーの LED1 から順々に点灯していき、ステップ
キーの LED1 ～ 16 が全て点灯したら転送完了です）。
		 ・データー送信の状態に関わらず

キーでキャンセルできま

す。

パターンデーターをインポートする

		 ・転送完了後ディスプレイに DONE が表示され、通常起動し

① 通常モードにし、送信側でデーターの送信を開始します。

ます。
		 ・バックアップデータのサイズは 2,501,522 バイトです。
		 ・データーのサイズが異なる場合はバックアップに失敗してい
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ユーザーデーターの保存・読み込み
る可能性があるので、手順 ③ の前に

キーを押しながら

VALUE ノブを回して、通信間隔を大きくしてください
（初期値は 0 です）。

ユーザーデーターを復元する
①

キーを押しながら POWER スイッチを押し LIVEN XFM

を起動します。
②

VALUE ノブを回して、IMPT を選択します。

③

キーを押し、データー送信側でデーターの送信を開始し

ます。

		 ・ステップキーの LED がデーター送信の進行状況を表します
（ステップキーの LED1 から順々に点灯していき、ステップ
キーの LED1 ～ 16 が全て点灯したら転送完了です）。
		 ・データー受信の状態に関わらず

キーでキャンセルできま

す（受信データーは破棄されます）。
④ 受信完了後にディスプレイに SAVE が表示され、

キーを

押すと受信されたデーターが復元されます。

		 ・復元完了後ディスプレイに DONE が表示され、通常起動し
ます。
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システム設定
クロックソースの設定をする

システムに関する設定について説明します。

①

オートパワーオフの設定をする
①

キーを押し続けます。

②

SYSTEM キーを押して、A.PWR を選択します。

③

VALUE ノブを回して、オートパワーオフの設定を選択し

ます。

キーを押し続けます。

②

CLOCK キーを押して、SRC を選択します。

③

VALUE ノブを回して、クロックソースを設定します。

		 ・クロックソースがディスプレイに表示されます。
		 ・クロックソースは 4 種類から選択可能です。
			 1. INTERNAL（INT 表示）: LIVEN XFM 内部のクロック
を使用します。

		 ・オートパワーオフの設定は 4 種類から選択可能です。
			 1. OFF: オートパワーオフしない。

			 2. MIDI : MIDI のクロックを使用します。

			 2. 30 分（0.5 表示）: 操作が無くなってから 30 分後にオー

			 3. SYNC : SYNC IN のクロックを使用します。

トパワーオフを行います。

			 4. LINE IN
（LN.IN 表示）
: LINE IN のクロックを使用します。

			 3. 1 時間（1H 表示）:操作が無くなってから 1 時間後にオー
トパワーオフを行います。
			 4. 3 時間（3H 表示）:操作が無くなってから 3 時間後にオー

SYNC IN の極性を設定する

トパワーオフを行います。

①

			 5. 6 時間（6H 表示）:操作が無くなってから 6 時間後にオー
トパワーオフを行います。
		 ・オートパワーオフされると保存していないデーターはクリア

キーを押し続けます。

②

CLOCK キーを押して、S.I.PO を選択します。

③

VALUE ノブを回して、極性を設定します。

されてしまうので、保存する必要があるデーターは必ず保存
してください。
		 ・極性がディスプレイに表示されます。
		 ・極性は 2 種類から選択可能です。

バッテリーの種類を設定する
①

			 1. FALL : 同期信号の立下りで同期します。

キーを押し続けます。

②

SYSTEM キーを押して、BATT を選択します。

③

VALUE ノブを回して、バッテリーの種類を選択します。

			 2. RISE : 同期信号の立ち上がりで同期します。

SYNC OUT の極性を設定する
①

キーを押し続けます。

		 ・バッテリーの種類は 3 種類から選択可能です。

②

CLOCK キーを押して、S.O.PO を選択します。

			 1. アルカリ（ALKL 表示）

③

VALUE ノブを回して、極性を設定します。

			 2. ニッケル水素（NIMH 表示）
			 3. リチウム（LTHM 表示）
		 ・充電式電池の種類によっては、実際より残量が多く表示され

		 ・極性がディスプレイに表示されます。

る場合があります。

		 ・極性は 2 種類から選択可能です。

		 ・本体の使用時間に影響するため、正しく設定してください。

			 1. FALL : 同期信号の立下りで同期します。
			 2. RISE : 同期信号の立ち上がりで同期します。

マスターチューンを設定する
①

キーを押し続けます。

②

SYSTEM キーを押して、TUNE を選択します。

③

VALUE ノブを回して、マスターチューンを選択します。

ノブの動きの設定をする

		 ・マスターチューンの設定（セント単位）がディスプレイに表

①

キーを押し続けます。

②

キーを押して、ノブのラッチをオン / オフします。

		 ・ノブの動きは 2 種類から選択可能です。

示されます。

			 1. JUMP（

		 ・調整範囲は -75 ～ +75 です。

キー消灯）: ノブを操作したときに直ちに

パラメーターが反映されます。
			 2. LATCH（
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キーが赤に点灯）: ノブの位置がパラメー

システム設定
工場出荷状態に戻す（ファクトリーリセット）

ター値に来るまではパラメーターが変化せず、ノブがパ
ラメーター値に来た後は追従します。

①

3 キーを押しながら POWER スイッチを長押ししま

す。

		 ・LATCH の場合はディスプレイにパラメーター値の方向がわ
かるようにドットで向きを表示します（パラメーター値が小
さい場合は下のドットが左に流れるように点灯、大きい場合
は右に流れるように点灯し、値が離れているほど早く流れま

		 ・LIVEN XFM が起動し、ディスプレイに F.RST と表示され

す）。

ます。

スピーカー出力を有効 / 無効にする
①

②

キーを押し続けます。

キーを押します。

キーを押して、MUTE、SPK を選択します。

②

		 ・リセット完了後に、ディスプレイに DONE と表示されます。
		 ・

ヘッドフォンのゲインを設定する
①

キーでキャンセルできます。

キーを押し続けます。
キーを押して、ゲインを選択します。

②

ファームウェアをアップデートする
①

キーを押しながら、POWER スイッチを長押しします。

		 ・ヘッドフォンのゲインがディスプレイに表示されます。
		 ・ボリューム域は 3 種類から選択可能です。
		 ・LIVEN XFM が起動し、ディスプレイに UPDT と表示され

			 1. LOUD

ます。

			 2. NORM
			 3. SOFT
		 ・ご使用のヘッドフォンや外部機器が壊れないように、正しく

② ファームウェアの送信側からファームウェアを送信します

設定してください。

（Sys.Ex）。

システムのバージョンを確認する
①

		 ・ステップ LED が点灯し進行状況が確認できます（ステップ

2 キーを押しながら、POWER スイッチを長押ししま

LED16 到達で 100％）。

す。

		 ・ディスプレイに RCV と表示されます。
		 ・受信完了後、

キーが緑に、

キーが赤に点灯します。

		 ・LIVEN XFM が起動し、ディスプレイに VER. と表示され
ます。
③ 送信が完了したら

キーを押してアップデートを実行しま

す。
②

キーを押して、システムのバージョンを選択します。
		 ・

		 ・ステップ LED が点灯し進行状況が確認できます（ステップ

		 ・システムのバージョン（SM.m）がディスプレイに表示され

LED16 到達で 100％）。

ます（M: メジャーバージョン、m: マイナーバージョン）。
		 ・

		 ・アップデートが正常に行われた場合は DONE と表示されま

キーを押すとブートバージョン（BM.m 表示）、

			

キーでアップデートをキャンセルし、通常起動します。

キーを押すとプリセットのバージョン（PM.m 表示）

す（異常があった場合エラーコードが表示されます）。

が確認できます。
		 ・もう一度同じページキーを押すと、ビルド番号が表示されま

④ 本体を再起動します。

す。
		 ・

キーを押すと通常起動します。
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付録
図1

サウンドアーキテクチャ

表1

シンセエンジンパラメーターリスト

シンセエンジン

shift キー

メインノブ１

メインノブ 2

メインノブ 3

メインノブ 4

サウンド 1

サウンド 2

配合

配合のカラー

選択されているバンク

選択されているバンク

<63 ～ <01、01>

YLLW、GRRN、

のサウンド 1 ～ 16

のサウンド 1 ～ 16

～ 63>

BLUE、LI.BL、

（デフォルトは 1）

（デフォルトは 2）

（デフォルトは <01）

RED、ORNG、
OFF

PRPL
（デフォルトは RED）

X-LAB

ON

OFF

XFORM

バンク 1

バンク 2

1 ～ 32

1 ～ 32

（デフォルトは 1）

（デフォルトは 1）

サウンド 1

サウンド 2

選択されているバンク

選択されているバンク

のサウンド 1 ～ 16

のサウンド 1 ～ 16

（デフォルトは 1）

（デフォルトは 2）

バンク 1

バンク 2

ピッチ＆エンベロープ
ロック
--.--、--.EG、PT.--、
PT.EG
（デフォルトは PT.--）
変化時間

トーン

0 ～ 127
（デフォルトは 127）
ディレイ

0 ～ 127

0 ～ 127

（デフォルトは 10）

（デフォルトは 63）

ピッチ＆エンベロープ
ロック

変化時のカラー
RED、ORNG、

ON

1 ～ 32

1 ～ 32

（デフォルトは 1）

（デフォルトは 1）

--.--、--.EG、PT.--、
PT.EG
（デフォルトは PT.--）

YLLW、GRRN、
BLUE、LI.BL、
PRPL、WHT、
BLCK
（デフォルトは RED）
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付録
シンセエンジン

shift キー

メインノブ１

メインノブ 2

メインノブ 3

メインノブ 4

サウンド 1

サウンド 2

LFO レイト

LFO シェイプ
SINE（サイン波）、
SAQR（矩形波）、
TRI（三角波）、SAW

OFF

選択されているバンク

選択されているバンク

のサウンド 1 ～ 16

のサウンド 1 ～ 16

（デフォルトは 1）

（デフォルトは 2）

0 ～ 127
（デフォルトは 63）

（のこぎり波）、R.SAW
（逆のこぎり波）、
RNDM（ランダム波）、
LOG（ログ波）、R.LOG
（逆ログ波）

X-LFO

（デフォルトは SINE）
バンク 1

バンク 2

ピッチ＆エンベロープ
ロック

変化時のカラー
RED、ORNG、

ON

--.--、--.EG、PT.--、

1 ～ 32

1 ～ 32

（デフォルトは 1）

（デフォルトは 1）

PT.EG
（デフォルトは PT.--）

YLLW、GRRN、
BLUE、LI.BL、
PRPL、WHT、
BLCK
（デフォルトは RED）

バンク
OFF
LIBRARY

サウンド

アタック時間

トーン

-63 ～ ORG ～ +63

0 ～ 127

1 ～ 32

1 ～ 16

（デフォルトは 1）

（デフォルトは 1）

―

―

―

―

―

―

―

―

ON

（デフォルトは ORG） （デフォルトは 127）

X-LAB

X-LFO

		 ・1 ↔ 2 : SOUND1 と SOUND2 の配合のバランスを調整

		 ・RATE : SOUND1 と SOUND2 がモーフィングする周期

する

を調整する

		 ・COLOR : 各オペレーターの配合のバランスを調整する

		 ・SHAPE : モーフィングのシェイプを調整する

		 ・lock : ピッチ / エンベロープのロックのオンオフを設定する

		 ・lock : ピッチ / エンベロープのロックのオンオフを設定する

		 ・tone : 高音域の成分を調整する

		 ・color : 各オペレーターの変化時のバランスを調整する

XFORM

LIBRARY

		 ・TIME : SOUND1 から SOUND2 に切り替わる間の時間の

		 ・ATTACK : 各オペレーターのアタックタイムを調整する

長さを調整する

		 ・TONE : 高音域の成分を調整する

		 ・DELAY : SOUND1 から SOUND2 に切り替わるまでの時
間を調整する
		 ・lock : ピッチ / エンベロープのロックのオンオフを設定する
		 ・color : 各オペレーターの変化時のバランスを調整する
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