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はじめに

動作環境および製品サポート

最初の操作

1. VIPのセットアップ

VIP は AKAI professional Advanceシリーズのキーボード・コントローラのために設計された、インテリジェ
ントな制作ツールかつ高度なコンテンツ・ライブラリです。インテリジェントなコンテンツ・フィルタのパラメータ
を利用して、必要なサウンドを素早く見つけ出すことができます。VIP は広く使われているデジタル・オーディオ・
ワークステーション（DAW）とダイレクトに連携するばかりでなく、スタンドアローン・モードでも使用できます。
後者のモードでは、DAW を立ち上げずに VST インストゥルメントが利用できるので、ソフトウエア・ベースの
ステージ・パフォーマンスに最適です。また、VIP のインターフェイス上では、ハードウエアのコントロールを視
覚的にマッピングすることもできるので、カスタマイズやワークフローもより効率的で簡単になります。

動作環境、互換性に関する情報、製品の登録、および技術サポートにつきましては、AKAI professional のウェ
ブサイト（akai-pro.jp）を参照してください。

VIPをAdvanceシリーズのキーボードと組み合わせて使うには、以下の説明を参照してください。
 1. VIP のセットアップ（場合により、Advance キーボードおよび DAWを併用）
 2. プラグインおよびパッチの選択
 3. プラグインおよびパッチの追加

DAW内に起動したVIPをAdvanceシリーズのキーボードと組み合わせる場合：
1. Advance キーボードの電源をオンにして、コンピュータ上にDAWを起動します。
2. DAW 内で Advance キーボードがコントローラとして選択されていることを確認します――通常は、 
 DAWの Preference、Device SetupあるいはOptionsメニューから設定できます。
3. DAW内で新しいMIDIトラックを作成します（注意：オーディオ・トラックではありません）。
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4. DAW内で通常のプラグインと同じ方法でVIPを起動します。初期状態ではコンピュータの
 ハードドライブ \Program Files\VstPluginsのフォルダ（Windows）または
 アプリケーション・フォルダ内（Mac OS X）にインストールされています。
5. VIP の Settingsメニューをクリックして、Plugin Managerを選択します。
6. Plugin Managerのウィンドウの下部にある Plugin Folderフィールドの中の1つをクリックして、 
 VSTインストゥルメントのプラグインがある、コンピュータ上のフォルダを選択します。フォルダは2 個（そ 
 れぞれの Plugin Folderフィールドあたり1 個ずつ）まで選択できます。
7. Scanをクリックします。VIP はフォルダ内の利用可能なVSTインストゥルメントのプラグインをスキャンし 
 て、リストに表示させます。このプロセスが完了したらOKをクリックしてSettingsウィンドウを閉じます。 
 VIP はメインのウィンドウに戻り、スキャンされた全てのプラグインのためのパッチ（プリセット）をインポー 
 トし始めます。このプロセスには数分かかることがあります。プロセスが完了したかどうかは、VIP 上で確 
 認できます。

このセットアップにおける Advance キーボードの使い方についての詳細は、Advance キーボードのクイックス
タート・ガイドおよびユーザ・ガイドを参照してください。

VIP を DAW と組み合わせた使い方と組み合わせない使い方の違いについては、プラグイン・モードとスタンド
アローン・モードの項をよくお読みになることをお勧めします。

Advance キーボードをスタンドアローン・モードのVIPと組み合わせる（DAWを使用しない）場合：
1. Advance キーボードの電源をオンにします。
2. VIP を起動します。初期状態ではコンピュータのハードドライブ \Program Files\VstPluginsフォル 
 ダ（Windows）またはアプリケーション・フォルダ（Mac OS X）にインストールされています。
3. VIP 内の Settingsメニューをクリックして、Plugin Managerを選択します。
4. Plugin Managerのウィンドウの下部にある Plugin Folderフィールドの1つをクリックして、VSTイ 
 ンストゥルメントのプラグインが入っているコンピュータ上のフォルダを選択します。フォルダは2 個（それ 
 ぞれの Plugin Folderフィールドあたり1 個ずつ）まで選択できます。
5. Scanをクリックします。VIP はフォルダ内の利用可能なVSTインストゥルメントのプラグインをスキャンし 
 て、リストに表示させます。このプロセスが完了したらOKをクリックしてSettingsウィンドウを閉じます。 
 VIP はメインのウィンドウに戻り、スキャンされた全てのプラグインのためのパッチ（プリセット）をインポー 
 トし始めます。このプロセスには数分かかることがあります。プロセスが完了したかどうかは、VIP 上で確 
 認できます。

このセットアップにおける Advance キーボードの使い方についての詳細は、Advance キーボードのクイックス
タート・ガイドおよびユーザ・ガイドを参照してください。

VIP を DAW と組み合わせた使い方と組み合わせない使い方の違いについては、プラグイン・モードとスタンド
アローン・モードの項をよくお読みになることをお勧めします。
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2. プラグインおよびパッチの選択

3. プラグインおよびパッチの追加

VIP 内でプラグインおよびパッチを選択する方法：
1. VIP 内のウィンドウ上部にあるBrowserタブをクリック 
 します。
2. パッチ・ブラウザ内のパッチを1つクリックしてロードし 
 ます。
 特定のプラグインのパッチだけを閲覧するには、Plugin 
 カラム内にある目的のVSTインストゥルメント・プラグイ 
 ンをクリックすると、そのプラグインのパッチが左側のパッ 
 チ・ブラウザ内に表示されます。

Advance キーボードからプラグインやパッチを選択する方
法：
1. Mainボタンを押します。
2. データ・ダイヤルを回してパッチのリストを検索し、ダイ 
 ヤルを押して1 個のパッチを選択します。

別の方法：
1. Browserボタンを押します。
2. データ・ダイヤルを回してパッチのリストを検索し、ダイヤルを押して1 個のプラグインを選択します。
3. 右カーソルを押してセレクタをパッチのリストに移動させます。
4. データ・ダイヤルを回してパッチのリストを検索し、ダイヤルを押して1 個のパッチを選択します。

VIP 内で追加の VSTプラグインをロードす
る方法：
1. VIP 内の Settingsメニューをクリッ 
 クして、Plugin Managerを選択し 
 ます。
2. Plugin Managerのウィンドウの下 
 部にある Plugin Folderフィールド 
 の 1つをクリックして、VSTインストゥ 
 ルメントのプラグインが入っているコン 
 ピュータ上のフォルダを選択します。 
 フォルダは2 個（それぞれの Plugin  
 Folderフィールドあたり1 個ずつ） 
 まで選択できます。
3. Scanをクリックします。
 参考：スキャンは一度に2 箇所までできますが、次 と々新しい場所を指定しながらスキャンし続けることも 
 できます。この操作をすると、Plugin Manager に次 と々プラグインが追加されます。つまり、スキャンの 
 操作をすると結果が累積されていきます。
 参考：Plugin Manager 全体を上書きしながらスキャンするには、コンピュータ・キーボードの Ctrl 
 （Windows）または Command（Mac OS X）キーを押しながらVIP の Scanをクリックします。
4. このプロセスが完了したらOKをクリックしてSettingsウィンドウを閉じます。VIP はメインのウィンドウ 
 に戻り、スキャンされた全てのプラグインのためのパッチ（プリセット）をインポートし始めます。このプロ 
 セスには数分かかることがあります。プロセスが完了したかどうかは、VIP 上で確認できます。6



プラグインによっては、VIP がスキャンしてもパッチ（プリセット）を自動的にインポートしない場合がありますが、
手動での操作に切り替えれば問題は簡単に解決します。

手動操作でVIP にパッチをインポートする方法：
1. VIP のウィンドウの上部にあるBrowserタブをクリックします。
2. 左側のパッチ・ブラウザ内の好きなパッチをクリックします。
 別の方法：Pluginsカラム内の好きなプラグインをクリックします。インポートされたパッチは全てパッチ・ 
 ブラウザ内に表示されます。
3. ウィンドウ上部にある Pluginタブをクリックします。Selectionパネルにそのプラグインのユーザ・インター 
 フェイスが表示されます（上記のステップ 2 参照）。
 参考：プラグインのユーザ・インターフェイスを表示させるには、パッチを1 個ロードしておく必要があり 
 ます（上記のステップ 2 参照）。
4. プラグインのユーザ・インターフェイス内で、手動でインポートしたいパッチを選択します。
5. VIP 内で、パッチ・ブラウザの上部にあるインポート・パッチ・アイコン（ページと矢印）
 をクリックします。そのパッチがインポートされて、パッチ・ブラウザに表示されます。
 インポート・パッチ・アイコンを右クリックすると、別の操作も選択できます：
 ● Auto-Import：選択したプラグインのユーザ・インターフェイスがロードした全てのパッチをVIP 
  がロードできるようにするには、このオプションを選択します。つまり、そのプラグインのユーザ・イ 
  ンターフェイスを使ってロードしたパッチが、VIP にも自動的にロードされます。
 ● Import Bank：選択中のプラグインが選択しているバンクをインポートするには、このオプション 
  を選択します（ただし、プラグインによってはこの操作ができない場合もあります）。
 ヒント：左下にある Plugin Attributesタブをクリックして（クリックする度に表示されたり消えたりし 
 ます）、Allow duplicate patchesをクリックすると、複製されたパッチが VIP にインポートされるか 
 されないかが選択できます。
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操作方法

VIP のインターフェイスは、4つのパートに分かれています：
1. メニュー・バーには、VIP の設定やファイルの管理をするためのメニューがあります。詳細はメニュー・バー 
 の項を参照してください。
2. セレクション・パネルの表示形式は、選択した（上部の）タブによって変わります。Browserタブを選ぶと、 
 プラグインのタグが一覧できます。Pluginタブを選ぶと、現在呼び出されているプラグインのユーザ・イ 
 ンターフェイスが表示されます。Setlistタブを選ぶと、セットリストすなわち、今後のセッションで使うパッ 
 チやマルチのグループが保存できます。そしてAdvance Contentタブを選ぶと、購入可能な追加プラ 
 グインが表示されます。
 これについては、セレクション・パネルの項を参照してください。
3. パッチ・ブラウザでは、プラグインのパッチがリスト表示されます。このリストに表示されるパッチは、セレ 
 クション・パネルの Browser内で現在選択されている（ハイライト表示されている）タグや、上部の 
 Searchフィールドに入力されたテキスト（テキストが入力されている場合）によって変わります。パッチ 
 は様々なタグで選別したり、パッチ名に含まれるキーワードで単純に検索したりできます。詳細はパッチ・ 
 ブラウザの項を参照してください。
4. コントロール・エリアには、VIPで使用可能なAdvance キーボードのコントロール（エンコーダおよび 
 スイッチ、パッド、キーベッド）が表示されます。コントロール画面では、パラメータをAdvance キーボー 
 ドのコントロールにアサインできます。パッド／キー画面では、Advance キーボードのパッドやピアノ鍵盤 
 が表示されます。マルチ画面では、「マルチ」（同時にコントロール可能な2～8 個のパッチのセット）の「ス 
 ロット」をコントロールしたりエディットしたりできます。詳細はコントロール・エリアの項を参照してくだ 
 さい。

VIPでは、2つの異なるモードが使用できます：
● スタジオでは、プラグイン・モードを使用する機会が多いでしょう。こうした状況では、VIP は DAW内で 
 プラグイン・マネージャとして活躍します。
● ライブでは、DAWのプロジェクトをステージで扱う必要はないでしょうから、主にスタンドアローン・モー 
 ドで使用することになるでしょう。この場合には、VIPはDAWを必要としないVSTホストとして活躍します。

これらのモードの違いをご理解いただくために、次のプラグイン・モードおよびスタンドアローン・モードの項
をお読みになることをお勧めします。
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プラグイン・モードとスタンドアローン・モード
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複数のオブジェクトの管理

お使いのDAWのプロジェクト内でVIP の複数のオブジェクトを使用する場合、それぞれのオブジェクト内で様々
なプラグインやパッチを使用することができます。ただし、以下の項目は、そのプロジェクト内の全てのオブジェ
クトに対して同一です。
1. 使用可能なパッチとマルチ、およびそれらに関係するタグ。
2. 使用可能なプラグインとそれらのコントローラの（Advance キーボード用の）設定。
3. パッドのMIDIノートとチャンネル（コントロール・エリアのパッド／キー画面）。

言い方を変えると、これら 3 つのうちのどれを変更しても、その変更は VIP の他のオブジェクトにもすぐに反映
されます。

また、VIP からプラグインを消去すれば――スタンドアローン・モードでも、プラグイン・モードにおけるどのオ
ブジェクトでも――モードに関わらず、VIPを起動した時には、その消去したプラグインは使用できなくなります。
ただし、そのプラグインをふたたびスキャンすることで、どのモードでも、どのオブジェクトでも、どのプロジェク
トでも、VIP 内で使用できるようになります。

保存

DAW のプロジェクトを保存すると、VIP の全てのオブジェクトもその時の状態のまま保存されます。その DAW
プロジェクトをふたたび開いた時には、他のDAWプロジェクトやスタンドアローン・モードなどでVIP に変更を
加えていたとしても、VIP の全てのオブジェクトが保存時の状態どおりに再現されます。言い方を変えれば、
DAWプロジェクトはVIP の設定も含めて自己完結しています。

VIP のマルチやセットリストは手動でも保存できます（メニュー・バー＞ファイル・メニューの項参照）が、
DAW のプロジェクト内においてはこの操作は必要ありません。DAW のプロジェクトを保存すれば、これらの設
定も自動的にプロジェクト内に保存されます。

また、VIP からプラグインを――スタンドアローン・モードでも、プラグイン・モードにおけるどのオブジェクト
からでも――消去した場合には、VIP を起動した時にモードやオブジェクト、プロジェクトに関わらず使用でき
なくなる点に注意してください。ただし、そのプラグインをふたたびスキャンするだけで、全てのモードやオブジェ
クト、プロジェクトで使用できるようになります。

プラグイン・モード
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オーディオ

VIP をスタンドアローン・モードで使用している状態で、Settings メニューをクリックして Audio/MIDI 
Settings を選ぶと、DAW などと同じ要領で VIP のオーディオと MIDI の設定ができます。詳細については、
メニュー・バー＞Settingsメニュー＞Audio/MIDI Settingsの項を参照してください。

起動

VIP をスタンドアローン・モードで起動すると、最後に DAW プロジェクト内で VIP を起動した時と同じ状態で
立ち上がります。言い方を変えると、最後に開いたプロジェクトから以下の項目が引き継がれます：
1. 使用可能なパッチとマルチ、およびそれらに関係するタグ。
2. 使用可能なプラグインとそれらのコントローラの（Advance キーボード用の）設定。
3. パッドのMIDIノートとチャンネル（コントロール・エリアのパッド／キー画面）。

また、VIP からプラグインを――スタンドアローン・モードでも、プラグイン・モードにおけるどのオブジェクト
からでも――消去した場合には、VIP を起動した時にモードやオブジェクト、プロジェクトに関わらず使用でき
なくなる点に注意してください。ただし、そのプラグインをふたたびスキャンするだけで、全てのモードやオブジェ
クト、プロジェクトで使用できるようになります。

保存

スタンドアローン・モードでVIP にどんな変更を加えても、DAWプロジェクト内の（プラグイン・モードにおける）
VIP のオブジェクトが変更されることはありません。これは、プロジェクトが意図せずに改変されるのを防ぐため
の対策です。

VIP のマルチやセットリストは手動でも保存できます（メニュー・バー＞ファイル・メニューの項参照）が、
DAW のプロジェクト内においてはこの操作は必要ありません。DAW のプロジェクトを保存すれば、これらの設
定も自動的にプロジェクト内に保存されます。

また、VIP からプラグインを――スタンドアローン・モードでも、プラグイン・モードにおけるどのオブジェクト
からでも――消去した場合には、VIP を起動した時にモードやオブジェクト、プロジェクトに関わらず使用でき
なくなる点に注意してください。ただし、そのプラグインをふたたびスキャンするだけで、全てのモードやオブジェ
クト、プロジェクトで使用できるようになります。

スタンドアローン・モード
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メニュー・バーにはFile、Settings、Helpの各メニューおよび、VIP全体の動作にとって重要なクイック・パッチ・
チェンジャやテンポ、スロット・セレクタ、アイコンといった項目が並んでいます。

File メニューをクリックして、様々なファイルのロードや保存、インポート、エクスポート、バックアップ、修復
を行います。

Load Setlist：以前に保存したセットリストをロードするには、この項目を選びます。ウィンドウが開いたら、
目的のセットリスト・ファイル（.set）を指定して、Openをクリックします。
セットリストの使い方についての詳細は、セレクション・パネル＞Setlist タブの項を参照してください。

Load Multi：以前に保存したマルチをロードするには、この項目を選びます。ウィンドウが開いたら、目的の
マルチ・ファイル（.vipp）を指定して、Openをクリックします。
マルチの使い方についての詳細は、コントロール・エリア＞マルチ画面の項を参照してください。

Import Plugin Map：プラグイン・マップ（パッチやタグ、コントローラ設定、VIP 内プラグインのトランスポー
ズ設定）をインポートするには、この項目を選びます：
参考：プラグイン・マップをインポートするには、パッチをロードしておく必要があります。
1. Import Plugin Mapウィンドウが開いたら、インポートしたい項目（A：パッチのみ、B：パッチとタグ、 
 C：パッチとタグとコントローラ設定）のボックスにチェックを入れます。
2. Map Fileのフィールドをクリックしてプラグイン・マップを選択します。ウィンドウが開いたら、目的のプ 
 ラグイン・マップ・ファイル（.vip）を指定して、そのまま開く場合はOpen、キャンセルする場合は 
 Cancelをクリックします。
3. プラグイン・マップをインポートする場合は Import、操作をキャンセルする場合は Cancelをクリックし 
 ます。

Restore Backup：以前に保存したVIP のバックアップ・ファイルを修復するには、この項目を選びます。ウィ
ンドウが開いたら、目的のバックアップ・ファイル（.bak）を指定して、Openをクリックします。

Save Setlist：セットリストを次の機会に使用するために保存するには、この項目を選びます。ウィンドウが開
いたら、保存する場所を指定し、ファイル名（.set）を入力して、Saveをクリックします。
セットリストの使い方についての詳細は、セレクション・パネル＞Setlist タブの項を参照してください。

Save Multi：マルチを次の機会に使用するために保存するには、この項目を選びます。ウィンドウが開いたら、
保存する場所を指定し、ファイル名（.vipp）を入力して、Saveをクリックします。
セットリストの使い方についての詳細は、コントロール・エリア＞マルチ画面の項を参照してください。

メニュー・バー

Fileメニュー
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Export Plugin Map：プラグイン・マップ（パッチやタグ、コントローラ設定、VIP 内プラグインのトランスポー
ズ設定）を次の機会に使用するために保存するには、この項目を選びます。ウィンドウが開いたら、保存する場
所を指定し、ファイル名（.vip）を入力して、Saveをクリックします。
参考：プラグイン・マップをエクスポートする時には、A：パッチのみ、B：パッチとタグ、C：パッチとタグと
コントローラ設定）のいずれかが選択できます。
参考：プラグイン・マップをエクスポートするには、パッチをロードしておく必要があります。
プラグイン・マップをロードする方法については、上記の Import Plugin Mapの項を参照してください。

Back Up： VIP のバックアップ・ファイルを次の機会に使用するために保存するには、この項目を選びます。ウィ
ンドウが表示されたら、保存する場所を指定し、ファイル名（.bak）を入力して、Saveをクリックします。

Plugin Manager

この項目を選ぶと Plugin Manager ウィンドウ
が開き、選択した Plugin Folder にある全ての
使用可能なプラグインがリスト表示されます。

それぞれのカラム（下記説明を参照、左から右へ）
は、プラグインの状態を示します。
● Use：このボックスにチェックを入れて、 
 VIP がこのプラグインにアクセスできるように 
 します。ボックスにチェックが入っていない 
 プラグインは、VIP のメインページのプラグ 
 イン・ブラウザに表示されません。
● Name：プラグインの名前が表示されます。
● Manufacturer：プラグインのメーカ名が表示されます。
● Type：プラグインの種類が表示されます。このフィールドに表示が出るのは、サポートされているプラグイ 
 ンのみです。
● Input：プラグインが受信できるMIDI チャンネルの数が表示されます。
● Output：プラグインが送信できるMIDI チャンネルの数が表示されます。
● Validation：このカラムに表示される緑色の丸印は、そのプラグインが正常にスキャンされてVIP
 で使用可能な状態であることを示します。

 感嘆符（！）付きのオレンジ色の三角印は、プラグインが正常にスキャンされなかったことを示し
 ます。三角印が出たら、マウスのカーソルをこのアイコンに重ねると、当該項目が正常にスキャンさ
 れなかった理由が表示されます。VIPでは、お使いのVIP のビット深度と同じビット深度のインス
 トゥルメント（エフェクトは使用できません）だけが使用可能だという点に注意してください（Help
 メニューからAboutの項を選ぶと、VIP のビット深度が確認できます）。

 赤色の丸印は、そのプラグインが “ブラックリスト”に分類されていることを示します。無効のプラ
 グインをスキャンしようとして失敗すると、そのプラグインをブラックリストに載せるかどうかを聞いて
 きます。赤色の丸印をクリックするだけで、プラグインをブラックリストから削除できます。これで、
 そのプラグインは “ 無効 ”の状態（上記参照）になります。
 参考：VIP がサポートするのは、VSTプラグインのみです。VST3やAU、AAXといったプラグインはスキャ 
 ンされません。

Settingsメニューをクリックすると、VIP の各種設定ができます。

Settingsメニュー
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Audio/MIDI Settings

VIP をスタンドアローン・モードで（DAWを使わずに）使用中
にこの項目を選ぶと、Audio/MIDI Settingsウィンドウが開
き、DAWの場合と同様にVIP のオーディオおよびMIDI の設
定が行えます。
重要：このウィンドウはスタンドアローン・モードでのみ開きま
す。
● Audio Device Type：クリックして、使用するオーディ
 オ入出力に使用する機器のタイプを選択します。
● Output：このドロップダウン・メニューをクリックして、VIP からオーディオ信号を出力したいオーディオ 
 機器のドライバを選択します。Testボタンをクリックすると、そのドライバーから音が出ます。
● Input：VIP にオーディオ信号を送る必要のあるプラグインを使用する場合は、このドロップダウン・メニュー 
 をクリックして、使用するオーディオ入力源（USBオーディオ・インターフェイスなど）を選択します。 
 MIDI 入力しか必要としないプラグインの場合は、このメニューを無視してください。
● Sample Rate：このドロップダウン・メニューをクリックして、必要なサンプル・レートを選択します。 
 選択肢は、使用するオーディオ・インターフェイスで設定可能なものに限られます。
● Audio Buffer Size：このドロップダウン・メニューをクリックして、使用するオーディオ・システムのレ 
 イテンシーを設定します。低い値にすると反応は早くなりますが、CPUの負荷が増えます。高い値にする 
 とCPUの負担は軽くなりますが、レイテンシーは長くなり、演奏とそれに対する音の反応の時間差が大き 
 くなります。理想的なオーディオ・バッファ・サイズは、お使いのコンピュータのCPUの性能にも左右さ 
 れます。いろいろと実験してみながら、お使いのシステムにとって最良の値を見つけてください。
● Active MIDI Inputs：これらのチェックボックスは、お使いのコンピュータ・システムで動作中のMIDI 
 入力を示します。

Preference

このウィンドウには、VIP のユーザ・インターフェイス、
パッチの扱いおよびキャッシュ・サイズに関わる設定が
含まれます。

User Interface：
● Tooltips：このボックスにチェックを入れると、
 ツールチップ――VIP の様々なコントロールやア
 イコンにマウス・カーソルを重ねた時、それらの
 上に説明が表示される――がオンになります。
● Enable Store：このボックスにチェックを入れる
 と、セレクション・パネルのStoreタブが有効に
 なります。この機能の詳細については、セレクショ
 ン・パネル＞Advance Contentの項を参照してください。

VIP Browser Patch Handling：
● Items Per Page：このフィールドでは、パッチ・ブラウザの各ページ（ページは左上の左右の矢印
 ［＜または＞］で移動できます）に表示されるパッチの最大の数を指定します。指定範囲は 10～500です。
 この数値を変更するには、このフィールドをクリックして上または下にドラッグします。あるいは、フィール 
 ドをダブルクリックして数値を入力し、コンピュータ・キーボードの Enterキーを押して設定することもで 
 きます。数値が大きくなればなるほど、移動先のページが表示されるまでに時間がかかるようになる場合 
 があります。 13



Helpメニュー

クイック・パッチ・チェンジャ

● Auto-Tag Patches：このボックスをクリックすると、プラグインのパッチに付けられるタグがある場合に、 
 VIP が自動的にプラグインのパッチにタグ付けをします。この設定は、この機能が利用できるプラグインの 
 みに有効です。パッチに手動でタグ付けする方法については、セレクション・パネル＞Browserの項を 
 参照してください。

System：
● Plugin Cache Size：このフィールドでは、お使いのコンピュータのメモリに保存できるプラグインの最
大数（0～32）を指定します。数値を大きくすると、パッチがロードされるのにかかる時間が短くなります（使
用するプラグインがすでにロードされている場合）が、メモリの使用量は増加します。この数値を変更するには、
このフィールドをクリックして上または下にドラッグします。あるいは、フィールドをダブルクリックして数値を入
力し、コンピュータ・キーボードの Enterキーを押して設定することもできます。

OK：クリックすると、Preferencesウィンドウが閉じます。

Helpをクリックするとヘルプ・メニューが表示され、VIP についての情報が確認できます。

About：クリックすると、ご使用の VIP に関するソフトウエア・バージョンやビット深度を含めた情報が表示さ
れます。

Manual：クリックすると、取扱説明書（英文）が表示されます。

テンポ

テンポのフィールドには、パッチのテンポや同期に関するパラメータに影響するテンポの現在
の値が表示されます。
　
テンポのフィールドは常に表示されますが、VIP の使い方によっては実際のテンポの発信源（MIDI クロック）
が違ってくる場合があります。

スタンドアローン・モードの（DAWを使用しない）場合：
● Advance キーボードが接続されていない場合は、テンポのフィールドの値でテンポが決まります。
● Advance キーボードが接続されている場合は、お使いのAdvance キーボードの内部クロックでテンポ 
 が決まります。テンポを変更する方法については、次のページを参照してください。

クイック・パッチ・チェンジャでは、パッチ・ブラウザを使わ
ずに、選択中のプラグインのパッチのリスト内を移動できます。

リストの直前または直後のパッチを選択するには、それぞれ上または下の矢印（^または v）をクリックしてくだ
さい。
Advance キーボードの場合：Main ボタンを押してメイン・モードに入り、データ・ダイヤルを回してリスト
内にある（選択中のプラグインの）パッチを選び、データ・ダイヤルを押してロードします。

パッチの名前を変更するには、パッチ名を右クリックして、新しい名前を入力し、コンピュータ・キーボードの
Enter キーを押します。
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スロット・セレクタ

プラグイン・モードの（DAWを使用する）場合：
● Advance キーボードが接続されていない場合は、テンポはDAWの設定値で決まります。
● Advance キーボードが接続されている場合は、お使いの DAW または Advance キーボードでテンポが
決まります。どちらで決まるかはAdvanceキーボードのクロック・ソースが Internal（内部）とExternal（外部）
のどちらに設定されているかによります。これについては次項を参照してください。
 Advance キーボードでクロック・ソースを変更する方法：
 1. Shiftボタンを押しながらBrowserボタンを押して、グローバル・モードに入ります。
 2. 左右のページ・ボタンを使って、Clock Sourceオプションを呼び出します。
 3. カーソルを使ってClock Sourceを選択し、データ・ダイヤルを回して Internalまたは External 
  に設定します。

上記の状況によって、以下のいずれかの方法でテンポが変更できます：

スタンドアローン・モードの（DAWを使用しない）場合：
● Advance キーボードが接続されていない場合は、テンポのフィールドをクリックして、好みのテンポを入 
 力し、コンピュータ・キーボードの Enterを押します。
● Advance キーボードが接続されている場合は、以下のいずれかの操作をします：
 Advance キーボード上で：
 Tap Tempoボタンを好きな間隔で何度か押します。
 または
 1.　Shiftボタンを押しながらBrowserボタンを押して、グローバル・モードに入ります。
 2.　左右のページ・ボタンを使って、Internal Tempoオプションを呼び出します。
 3.　カーソルを使って Internal Tempoを選択し、データ・ダイヤルを回して目的のテンポに設定します。

プラグイン・モードの（DAWを使用する）場合：
● Advance キーボードが接続されていない場合は、DAW内でプロジェクトのテンポを変更します。
● Advance キーボードが接続されている場合は、以下のいずれかの操作をします：
 ○ Advance キーボードのMIDI クロック・ソースが Internalに設定されている場合は、以下のいず 
  れかの操作をします。
  Advance キーボード上で：
  Tap Tempoボタンを好きな間隔で何度か押します。
  または
  1. Shift ボタンを押しながらBrowser ボタンを押して、グローバル・モードに入ります。
  2. 左右のページ・ボタンを使って、Clock Source オプションを呼び出します。
  3. カーソルを使って Internal Tempoを選択し、データ・ダイヤルを回して目的のテンポに設 
   定します。
 ○ Advance キーボードのクロック・ソースが Externalに設定されている場合は、DAW内でプロジェ 
  クトのテンポを変更します。

スロット・セレクタは、マルチを使用する場合に選択されている「スロット」を表示します。
マルチは（1 個あるいは複数のプラグインの）2～8 個のパッチをまとめたもので、個々の
パッチは指定された色に応じてスロットにアサインされます。マルチを使用する場合は、全て
のスロットを同時に使用したりコントロールしたりできます。
参考：マルチの使い方については、コントロール・エリア＞マルチ画面の項を参照してください。

スロットを選択するには、目的のスロットに対応する色の丸印をクリックします。あるいは、コントロール・エリ
アのマルチ画面で、スロットを直接クリックすることもできます。
Advance キーボードでスロットを選択するには、Multi ボタンを押してマルチ・モードに入り、データ・ダイ
ヤルを回して目的のスロットを選択します。
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セレクション・パネル

アイコン

Browser

プラグイン・ウィンドウ：ウィンドウと矢印のアイコンをクリックすると、プラグイン自体の
グラフィカル・ユーザ・インターフェイス（GUI）が別ウィンドウで開きます。

プラグイン・スクロール：セレクション・パネル内でプラグインが選択されている時に、手のアイ
コンをクリックしながらドラッグすると、表示されているプラグインのグラフィカル・ユーザ・インター
フェイスを “つかんで ”、表示エリア内を上下に移動させることができます。
ヒント：セレクション・パネルの右側にある、スクロール・バーをクリックしながらドラッグしても、
同じ効果が得られます。

クリア・タグ：円形の矢印をクリックすると、セレクション・パネルのブラウザ内にある全てのタグ
のハイライト表示が外れて、Searchフィールドがクリアされます。この操作をすると、結果的に
はパッチ・ブラウザ内に全てのプラグインの全てのパッチが表示されることになります。ただし、この
操作をしても、現在選択されているプラグインやパッチ、あるいはそれに関するタグには、影響があ
りません。
ヒント：Searchフィールドのみをクリアする場合は、フィールドの右側にあるX印をクリックします。

ハードウエア・コネクト：接続したAdvance キーボードを手動で強制的にVIP に認識させるには、
このリンク・アイコンをクリックします。

VIPのBrowserを利用すれば、プラグインやパッチを素早く選択してロードできます。Browserには、音色のキャ
ラクターやアーティキュレーション、楽器あるいはその他の特徴ごとにパッチを分類した様々なタグが表示されま
す。

チェックの付いたタグは、選択されているパッチと関連するものであることを示します。

ハイライト表示されたタグは、そのタグに関連する全てのパッチがパッチ・ブラウザ（セレクション・パネルの左側）
に表示されていることを意味します。
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パッチのタグを付けたり外したりするには、パッチ・ブラウザ内のパッチを選択して、コンピュータ・キーボー
ドの Ctrl（Windows）または Command（Mac OS X）キーを押しながら目的のタグをクリックします。タ
グの横のチェックマークは、そのパッチがそのタグと関連付けられていることを示します。
ヒント：上記の他に、パッチ・ブラウザ内のパッチをクリックして、目的のタグにドラッグするという方法もあります。

新しいタグを作成するには、タグの横の＋印をクリックして、コンピュータ・キーボードで名前を入力します。

タグの名前を変更するには、タグの名前を右クリックして、Rename___ を選択するか、タグの名前そのもの
をダブルクリックして、新しい名前を入力し、コンピュータ・キーボードの Enter キーを押します。そのタグに
関連付けられた全てのパッチについて、情報が更新されます。
ヒント：プラグインの名前も変更できます。

タグを消去するには、タグの名前を右クリックして、Remove___ を選択します。そのタグに関連付けられた全
てのパッチついて、情報が更新されます。
ヒント：プラグインも消去できます。

特定のタグが付いたパッチを表示させるには、カテゴリ内（Plugin、Instruments、Timbres など）のタ
グをクリックして、ハイライト表示させるか、るいはハイライト表示をキャンセルします。複数のカテゴリ内の複
数のタグを選択することもできますし、何も選択しないこともできます。ハイライト表示された全てのタグに関連
したパッチは、左側のパッチ・ブラウザ内に表示されます。

全てのパッチを再び表示させるには（すなわち、全てのパッチのハイライト表示をキャンセルする
には）、メニュー・バーにある円形の矢印をクリックします（この操作で、Searchフィールドもクリア
されます）。この操作をすると、結果的にはパッチ・ブラウザ内に全てのプラグインの全てのパッチが
表示されることになります。

Advance キーボードに特定のタグが付いたパッチを表示させる方法：
1. Browserボタンを押してブラウザ・モードに入ります。
2. 左右のページ・ボタンを使って、カテゴリ（Plugin、Instruments、Timbresなど）を選択します。
3. 下カーソルを押して、そのカテゴリにリスト表示されたタグを選択します。
4. データ・ダイヤルを回して、そのリストのタグを閲覧し、データ・ダイヤルを押して目的のタグをハイライ 
 ト表示させるか、あるいはハイライト表示をキャンセルします。複数のカテゴリ内の複数のタグをハイライト 
 表示させることもできますし、何もハイライト表示させないこともできます。
 他のカテゴリのタグをハイライト表示させるには、上のステップ 3～4を繰り返してください。
 選択したタグに関連付けられたパッチは、ディスプレイの右側に表示されます。

Advance キーボード上に全てのパッチを表示させるには（すなわち、全てのパッチのハイライト表示をキャン
セルするには）：
 現在表示されているカテゴリ内のタグのみのハイライト表示をキャンセルするには、カーソルで X  
 Categoryを選択し、データ・ダイヤルを押します。
 全てのカテゴリ内にあるタグのハイライト表示をキャンセルするには、カーソルで X Allを選択し、データ・ 
 ダイヤルを押します。
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Plugin

Plugin タブをクリックすると、プラグインのグラフィカル・インターフェイスを表示させて、パッチのパラメータ
が調節できます。Advance キーボードのコントロール・エリアにあるいずれかのコントロールを動かすと、その
操作がリアルタイムでこの画面に反映されます。

あるいは、以下の方法でもPluginタブが選択できます。
● パッチ・ブラウザ内またはクイック・パッチ・チェンジャ内のパッチ名をダブルクリックする。
● あるいは、パッチ・ブラウザの下のほうにある枠（選択中のプラグインまたは、選択中のマルチのカラー画
像が表示されています）をクリックする。

コントロール・エリアは、この画面に入ると自動的に隠れます。コントロール・エリアを再び表示させるには、
3 個のアイコン（エンコーダ、ピアノ鍵盤またはフェーダ）のいずれか 1 個をクリックします。

表示エリアを上下に移動させるには、画面右側のスクロール・バーをクリックしたままドラッグする
か、あるいはプラグイン・スクロール・アイコン（手の形）をクリックしたまま上下にドラッグします。

プラグインのグラフィカル・ユーザ・インターフェイスを別ウィンドウで開くには、プラグイン・
ウィンドウ（ウィンドウと矢印）のアイコンをクリックします。
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セットリストは、「スロット」内に並べられた、ひとまとまりのパッチです。セットリストは、次の機会にも素早く
アクセスできるように、保存しておくことができます。組み合わせると良いサウンドになる複数のパッチを見つけ
たり、ある特定のパフォーマンスで必要なパッチを記録しておいたりするのに便利です。セットリストには、異な
るプラグインのパッチでもマルチの全体でもまとめておくことができます。

セットリストを作成するには、New Setlistの左側の＋印をクリックして、名前を入力し、コンピュータ・キーボー
ドの Enterキーを押します。

セットリストを消去するには、消去したい右クリックを右クリックしてRemove___を選びます。

パッチまたはマルチをセットリストに追加するには、パッチ・ブラウザからパッチまたはマルチをクリックしたまま、
目的のセットリストまたはスロットにドラッグします。あるいは、パッチ・ブラウザ内で選択されているパッチまた
はマルチを右クリックして、Add to setlistを選び、目的のセットリストを指定します。

パッチまたはマルチをセットリストから削除するには、スロットを右クリックしてClear Slotを選択します。

セットリストに出入りするには、セットリストをクリックします。現在のセットリストの名前は黄色で表示されます。
セットリストは同時に1 個しか閲覧できません。
Advance キーボードからセットリストに入る方法：
1. Mainボタンを押してメイン・モードに入ります。
2. カーソルを使ってディスプレイの右上のいちばん端のフィールドを選択し、データ・ダイヤルを押します。
3. データ・ダイヤルを回して、使用可能なセットリストを検索します。その下のリストには、個々のセットリス 
 トに含まれるパッチやマルチが表示されます。
 セットリストからパッチあるいはマルチをロードするには、下カーソルを押してパッチやマルチのリストを選 
 択し、データ・ダイヤルを回してパッチやマルチを探して、データ・ダイヤルを押して目的のものをロード 
 します。
 あるいは、そのパッチやマルチに関連付けられたMIDIプログラム・チェンジ・メッセージを送信します。 
 特定のコントロールにプログラム・チェンジ・メッセージをアサインする方法は、Advance キーボードの
 ユーザ・ガイドを参照してください。

Setlist
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Advance Content

セットリストから出るには、カーソルを使ってディスプレイの右上のいちばん端のフィールドを選択し、データ・
ダイヤルを押します。これで通常のメイン・モードに戻ります。

セットリストを保存するには、セットリストをクリックして、次に File をクリックして、さらに Save Setlist を
選択します。ウィンドウが表示されたら、保存先を選択してファイル名（.set）を入力し、Saveをクリックします。
この操作は、セットリストが選択されている場合にのみ可能です。

セットリストをロードするには、File をクリックして Load Setlist を選択します。ウィンドウが表示されたら、
目的のセットリスト（.set）の場所を指定して選択し、Openをクリックします。

Advance Content タブをクリックすると、VIP または DAW 内でダウンロードしたり利用したりできる、追
加可能なプラグインやオーディオ・コンテンツのバーチャル・ストアが表示されます。

ショップの他のページを表示するには、左右の矢印（＜または＞）をクリックします。

自分のアカウントのホームページに戻るには、ホーム・アイコンをクリックします。

ショップを非表示にするには、SettingsメニューをクリックしてPreferencesを選びます。Preferenceのウィ
ンドウが表示されたら、Enable storeの選択を解除して、OKをクリックします。
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プラグイン自体のグラフィカル・ユーザ・インターフェイス内でパッチを確認するには、以下のいずれかの方法
に従ってください。
● 右上端にあるプラグイン・ウィンドウ（ウィンドウと矢印）のアイコンをダブルクリックすると、
 パッチが別ウィンドウで開きます。
● パッチ・ブラウザまたはクイック・パッチ・チェンジャ内のパッチ名をダブルクリックすると、
 そのパッチがセレクション・パネル内に表示されます。
● Plugin タブまたはパッチ・ブラウザの下にある四角をクリックすると、パッチがセレクション・パネル内に 
 表示されます。

パッチに「お気に入り」の印を付けたり外したりするには、パッチ・ブラウザ内に表示された名前の
右にある「サムズ・アップ」・アイコンをクリックします。

パッチをマルチに追加するには、パッチ・ブラウザ内で目的のマルチを選択し、パッチ・ブラウザ内の目的のパッ
チを右クリックして、Add to multiを選択します。
ヒント：あるいは、マルチ画面が表示されている状態で、コントロール・エリア内のパッチをパッチ・ブラウザ
から目的のスロットまで、クリックしながらドラッグすることもできます。詳細は、コントロール・エリア＞マルチ
画面の項を参照してください。

パッチ・ブラウザには、以下の項目に基づいて使用可能なパッチやマルチ
が表示されます。
1. セレクション・パネルのブラウザ内で選択中の（ハイライト表示され 
 た）タグ。
2. Searchフィールドのテキスト。

パッチ・ブラウザ内を移動するには、右側のスクロール・バーを使用し、
直前または直後のページへ移動するには、上部にある左右の矢印（＜また
は＞）を使用します。異なるプラグインを選択するには、Browserタブが
表示されている状態でセレクション・パネル内にあるプラグインの名前をク
リックします。
ヒント：パッチ・ブラウザの個々のページに表示できるパッチの数は、変
更することができます。その方法については、メニュー・バー＞Settings
メニュー＞Preferenceの項を参照してください。

パッチをロードするには、そのパッチをクリックします。

Advance キーボードでパッチ・ブラウザ内を移動する方法：
1. Mainボタンを押してメイン・モードに入ります。
2. データ・ダイヤルを回して使用可能なパッチを閲覧します。
3. データ・ダイヤルを押してパッチをロードします。
ヒント：ブラウザ・モードでは、様々なカテゴリのタグで分類されたパッチ
のリストが閲覧できます。その方法については、セレクション・パネル＞
Browserのこの部分の記述を参照してください。

パッチ・ブラウザ
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Advance キーボードでマルチをパッチに追加する方法：
1. Browserボタンを押してブラウザ・モードに入ります。
2. 左右のページ・ボタンで Pluginsカテゴリを選択します。
3. 下カーソルを押して、そのカテゴリのタグのリストを選択します。
4. データ・ダイヤルを回して、＝＝Multis＝＝を選び、データ・ダイヤルを押して右側にマルチのリストを表 
 示させます。
5. 右カーソルを押して、マルチのリストを選択します。データ・ダイヤルを回して目的のマルチを選択し、
 データ・ダイヤルを押してロードします。
6. 上カーソルを押して S#フィールド（右上端）を選択します。データ・ダイヤルを回して目的のスロット番 
 号を選択し、データ・ダイヤルを押します。
7. カーソルで左側にあるプラグインのリストをもう一度選択します。
8. データ・ダイヤルを回してプラグインを選択し（＝＝Multis＝＝を選択から外し）、データ・ダイヤルを押 
 して右側のリストにパッチを表示させます。
9. オプション：左右のページ・ボタンで、カテゴリを選択します。
10. 右カーソルを押して、パッチのリストを選択します。データ・ダイヤルを回して目的のパッチを選択し、
 データ・ダイヤルを押してロードします。
 パッチを他のスロットにロードするには、6～10の手順を繰り返します。

パッチをセットリストに追加するには、目的のパッチを右クリックして、Add to setlist を選び、目的のセット
リストを選択します。
ヒント：あるいは、パッチをクリックして、パッチ・ブラウザからセットリストまたはセレクション・パネル内の目
的のスロットにドラッグすることもできます。

パッチをキーワードで検索するには、パッチ・ブラウザの上にある Search フィールドをクリックして、名前を
入力します。検索結果は下のリストに表示されます。フィールドと検索結果をクリアするには、Xアイコンをクリッ
クします。
ヒント：あるいは、ウィンドウの右上端にある円形の矢印のアイコンをクリックします。これによって、セレクション・
パネルの Browserタブ内で選択中のタグの選択が解除されます。

パッチを名前や日付、「お気に入り」で分類するには、横三本線のアイコンをクリックして、
これらのオプションの1 個を選択します。

パッチの名前を変更するには、名前を右クリックしてRename patch - ___を選択します。

パッチを消去するには、名前を右クリックしてDelete patch - ___を選択します。

このリストにパッチを手動でインポートする方法：
1. VIP 内のウィンドウの上部にあるBrowserタブをクリックします。
2. Pluginsカラム内にある目的のプラグインをクリックします。インポートされているパッチがあれば、左側 
 のパッチ・ブラウザに表示されます。
3. ウィンドウの上部にあるPluginタブをクリックします。セレクション・パネルにプラグインのユーザ・インター 
 フェイスが表示されます。
4. プラグインのユーザ・インターフェイス内で、手動でインポートしたいパッチを選択します。
5. VIP 内で、パッチ・ブラウザの上にあるインポート・パッチ・アイコン（ページと矢印）を
 クリックします。パッチがインポートされて、パッチ・ブラウザ内に表示されます。
 インポート・パッチ・アイコンを右クリックすると、他のオプションが選択できます：
 ● Auto-import：これを選択すると、VIP はそのプラグインのユーザ・インターフェイスがロードす 
  るパッチを、どれでもインポートできるようになります。言い方を変えれば、そのプラグイン自体のユー 
  ザ・インターフェイスでパッチをロードすると、そのパッチが自動的にVIP にもインポートされます。22



グローバル・プラグイン・コントロール

グローバルVIPコントロール

 ● Import Bank：これを選択すると、選択中のプラグインで選択中のバンクがインポートされます
  （プラグインによっては、この機能が使えないかもしれません）。
 ヒント：左下端にある Plugin Attributesタブをクリックして（表示したり隠したりできます）、Allow  
 duplicate patchesをクリックすると、複製されたパッチのVIP へのインポートを許可または禁止でき 
 ます。

パッチ・ブラウザの下にある四角い枠内には、選択中のプラグイン（マルチのカラー画像）が表示されます。そ
の画像をクリックすると、セレクション・パネル内に Pluginタブが表示されます。

Plugin Attributesタブは、プラグイン全体に関わる設定を管理します。その
ため、そのプラグインを使用する全てのパッチにも影響します。
Plugin Attributesタブを表示させたり隠したりするには、タブをクリックしま
す。
● Embedded UI：このボックスにチェックを入れるかどうかで、VIP 内の
 ウィンドウにプラグイン自体のグラフィカル・ユーザ・インターフェイス
 （GUI）を表示させるか否かを選択します。
 表示させる設定にした場合（初期設定）、本取扱説明書の記述どおりにプラグインのGUI が表示されます。
 表示しない設定にした場合、プラグインのGUI は別ウィンドウでのみ開きます。つまり、セレクション・パ 
 ネル内でプラグインまたは Plugin Attributesタブの陰にあるイメージをクリックすると、GUI がセレク 
 ション・パネル内ではなく、別ウィンドウで開きます。
● Allow duplicate patches：このボックスにチェックを入れるかどうかで、パッチの複製をVIP にイン 
 ポートできるようにするかどうかの設定ができます。パッチの整理の仕方によって、お使いのプラグインが 
 同じ名前のパッチを複数個持っているような場合には、この機能を使用可能な状態にしたくなる（あるい 
 はそうする必要がある）かもしれません。
● Transpose：このフィールドには、プラグインの現在のトランスポーズ設定が半音単位（-36～36）で 
 表示されます。Advance キーボードで利用できるパッドの音程をずらした設定にしておきたい場合などに 
 便利です。この数値を変更するには、フィールドをクリックしたまま上下にドラッグします。あるいは、フィー 
 ルドをダブルクリックして数値を入力し、コンピュータ・キーボードの Enterキーを押します。

Masterフェーダは、VIP全体のオーディオ出力レベルをコントロールします。フェーダの隣のメー
ターは、現在のレベルを表示します。フェーダは、クリックしながら上下にドラッグして調節するか、
あるいはフェーダの線上のある一点をクリックして、その値に “ ジャンプ ” させます。初期値のレ
ベルに戻すには、コンピュータ・キーボードの Ctrl（Windows）または Command（Mac 
OS X）キーを押しながら、フェーダの適当な位置をクリックします。
参考：MasterフェーダはDAWの音量設定から独立した設定です。

MIDI LED は Master フェーダの上にあり、VIP が MIDI メッセージを受信すると点灯します。
Advance キーボードが VIPと正常に通信していないと思われる場合は、以下の処置をします：
● Advance キーボードがコンピュータと確実に接続されて、電源がオンになっていることを確 
 認します。
● 右上端のリンク・アイコンをクリックして、VIPをAdvance キーボードと強制的に接続さ 
 せます。
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VIP のコントロール・エリアは、見慣れた環境を提供するために、Advance キーボードのコントロールのレイ
アウトを真似た形になっています。このエリアは、3 種類の異なる表示に切り替えることができます。

この画面のエンコーダやスイッチは常に、プラグイン・エディット・モードまたはパッチ・エディット・モードの
2 種類のうち、いずれかのモードで表示されます。それと同時に、これらはラーン・モードの状態でもあります。

コントロール・エリア全体を隠すには、選択中のアイコンをクリックします。

コントロール画面には、Advance キーボードのエンコーダやスイッチ、それらにバンクごとにアサ
インされたパラメータが、リアルタイムで表示されます。この画面では、プラグイン・エディット・モー
ドやパッチ・エディット・モード、あるいはラーン・モード（いずれかのエディット・モードに入って
いる場合）も利用できます。
最初の（エンコーダ型の）アイコンをクリックすると、コントロール画面が表示されます。詳細はコ
ントロール画面の項を参照してください。

パッド／キー画面は、Advance キーボードの（バンクごとの）パッドやキーボード、ピッチベンド・
ホイール、モジュレーション・ホイールがリアルタイムで表示されます。
2 番目（ピアノ鍵盤）のアイコンをクリックすると、パッド／キー画面が表示されます。詳細はパッド
／キー画面の項を参照してください。

マルチ画面は、選択中のマルチと全てのスロットのコントロールがリアルタイムで表示されます。3 番
目の（チャンネル・フェーダ型の）アイコンをクリックすると、マルチ画面が表示されます。詳細は
マルチ画面の項を参照してください。

コントロールの設定または位置を変更する方法：
● エンコーダ：エンコーダをクリックしたまま上下にドラッグします。
● スイッチ：スイッチをクリックします。

VIP 内のエンコーダとスイッチには、現在のパラメータやその設定、個々のバンクにおける
Advanceキーボードのエンコーダやスイッチの設定位置が、リアルタイムで表示されます。コントロー
ル・エリアの上にある最初の（エンコーダ型の）アイコンをクリックすると、コントロール画面が表
示されます。

コントロール画面

コントロール・エリア
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バンクを変更するには、最初のエンコーダの上にある Bankの隣に表示された左または右の矢印（＜または＞）
をクリックします。
Advance キーボードでバンクを変更するには、Control ボタンを押してそれぞれのタイプのコントロール
（encordersや switches、pads）を表示させ、左右のページ・ボタンでそのコントロール・タイプにおける個々
のバンクを表示させます。

パラメータをアサインし直すには、（コントロールの下の）パラメータ名をクリックして、表示されたメニューか
ら新たなパラメータを選択します。プラグインのパラメータまたはMIDIコントロール・チェンジが選べます。
ヒント：ラーン・モードでは、アサインしたいバーチャル・コントロールパラメータを動かすだけで、より直感的
にパラメータをアサインし直すことができます。詳しくは、下記のラーン・モードを参照してください。
Advance キーボードでパラメータをアサインし直す方法：
1. Controlボタンを押して、encorders、switches、pads のそれぞれのタイプのコントロール画面を切 
 り替えます。encordersまたは switchesの画面を選択します。
2. 左右のページ・ボタンで目的のバンクを選択します。
3. カーソル・ボタンを使って目的のエンコーダまたはスイッチを選択し、データ・ダイヤルを押してコントロー 
 ル・エディット・モードに入ります。
4. カーソル・ボタンを使って、パラメータ名（左上端のフィールド）を選択し、データ・ダイヤルを回してパラ
 メータを変更します。
 参考：この段階で、目的のエンコーダを回したり、目的のスイッチやパッドを押したりするだけで、パラメー 
 タをさらにアサインし直すことができます。ただし、この操作をすると、操作したコントロールがMIDI メッ 
 セージを送信してしまいます。これを避けたい場合には、上記の説明どおりに個々のコントロールを選択し 
 てください。
5. 設定が終わったら、データ・ダイヤルを押してコントロール・モードに戻ります。

エンコーダの機能を変更する方法については、次項を参照してください。

スイッチの機能を変更する方法については、次のページを参照してください。

エンコーダの機能を変更するには、右クリックしてオプションを選択または非選択の状態にします。
● Reverse：選択すると、エンコーダの極性が反転します。クリックしながら上下にドラッグすると、設定 
 値が（それぞれ）減少したり増加したりするようになります。
● Bipolar：選択すると、エンコーダが両極性のコントロールになります。12 時の位置では設定値が 0、 
 12 時の位置から時計方向に回すとパラメータがプラスの値、反時計方向の回すとマイナスの値になります。
Advance キーボードでエンコーダの機能を変更する方法：
1. Controlボタンを押して、エンコーダ、スイッチ、パッドのそれぞれのタイプのコントロール画面を切り替 
 えます。encordersを選択します。
2. 左右のページ・ボタンで目的のバンクを選択します。
3. カーソル・ボタンを使って目的のエンコーダを選択し、データ・ダイヤルを押してコントロール・エディット・ 
 モードに入ります。
4. カーソル・ボタンを使って Mode フィールドを選択し、データ・ダイヤルを回して Bipolar または 
 Defaultを選択します。
 カーソル・ボタンで Invertフィールドを選択し、データ・ダイヤルを回してOnまたはOffを選択します。
 参考：この段階で、さらに別のエンコーダを回すだけで、エンコーダの機能を変更することができます。た 
 だし、この操作をすると、操作したエンコーダがMIDI メッセージを送信してしまいます。これを避けたい 
 場合には、上記の説明どおりに個々のエンコーダを選択してください。
5. 設定が終わったら、データ・ダイヤルを押してコントロール・モードに戻ります。
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スイッチの機能を変更するには、右クリックしてオプションを選択または非選択の状態にします。
● Reverse：選択すると、スイッチの極性が反転します。スイッチのオン／オフの状態が逆転し、クリックし 
 ながら上下にドラッグすると、設定値が（それぞれ）減少したり増加したりするようになります。
● Mode：以下のオプションのうちの1つを選択して、スイッチの機能を決定します。
 ○ Toggle：スイッチを押す度にオンとオフが切り替わり、ふたたび押すまでその状態が維持されます。
 ○ Momentary：スイッチを押している間だけオンの状態が維持されます。スイッチを離すとオフの状 
  態になります。
 ○ Step：スイッチにアサインされたパラメータの全域（最低値から最高値までの範囲）がいくつかの 
  ステップ（2～200）に分割されます。スイッチを押す度に、1ステップずつ値が増えます。最大値 
  に達した後でもう一度スイッチを押すと、最低値に戻ります。
  ステップ数は、クリックしながらドラッグすることで変更できます。あるいは、数字をダブルクリック 
  して数値を入力し、コンピュータ・キーボードの Enterキーを押します。
  たとえば、パラメータの範囲が 0%～100%で 20ステップに分割されていれば、スイッチを押す 
  度に値は 5%（1/20ステップ）ずつ増加します。100%（20/20）の値になった後でもう一度
  スイッチを押すと、0%（0/20）の値に戻ります。

Advance キーボードでスイッチの機能を変更する方法：
1. Controlボタンを押して、エンコーダ、スイッチ、パッドのそれぞれのタイプのコントロール画面を切り替 
 えます。switchesを選択します。
2. 左右のページ・ボタンで目的のバンクを選択します。
3. カーソル・ボタンを使って目的のスイッチを選択し、データ・ダイヤルを押してコントロール・エディット・
 モードに入ります。
4. カーソル・ボタンを使って Invertフィールドを選択し、データ・ダイヤルを回してOnまたはOffを選択 
 します。
 カーソル・ボタンでModeフィールドを選択し、データ・ダイヤルを回して Toggle、Momentaryま 
 たは Stepを選択します（Stepを選択した場合は、カーソル・ボタンで Stepsフィールドを選択し、デー
 タ・ダイヤルを回してステップ数を設定します）。
 参考：この段階で、さらに別のスイッチを押すだけで、スイッチの機能を変更することができます。ただし、 
 この操作をすると、操作したスイッチがMIDI メッセージを送信してしまいます。これを避けたい場合には、 
 上記の説明どおりに個々のスイッチを選択してください。
5. 設定が終わったら、データ・ダイヤルを押してコントロール・モードに戻ります。

プラグイン・エディット・モード

プラグイン・エディット・モードでは、（コントロール画面内の）コントロー
ル・エリアで変更を行うと、現在ロードされているパッチだけでなく、その
プラグイン全体に反映されます。
Edit：Pluginボタンを押して、プラグイン・エディット・モードに入ります。

パッチ・エディット・モード

パッチ・エディット・モードでは、（コントロール画面内の）コントロール・
エリアで行った変更は、現在ロードされているパッチだけに反映されます。
Edit：Patchボタンをクリックして、パッチ・エディット・モードに入ります。
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Edit：Patchボタンの隣にある下向きの矢印（v）をクリックすると、追加のオプションが選択できます。
● Copy patch settings to plugin settings：このオプションを選択すると、現在のパッチの設定が 
 そのプラグイン全体の設定にコピーされます。基本的に、これはプラグイン・エディット・モードでエディッ 
 トをしているのと同じような操作になります。プラグインそのものの設定が、現在ロードされているパッチの 
 設定と同じになるからです。
● Make controller mappings your defaults：このオプションを選択すると、現在のパッチのコント 
 ローラ・マッピングが初期設定のマッピングになります。
● Reset controller mappings to your defaults：このオプションを選択すると、現在のパッチのコ 
 ントローラ・マッピングが、保存された初期設定のマッピングにリセットされます。

ラーン・モード

ラーン・モードでは、VIP の（コントロール画面内の）エンコーダやスイッチに対して、プラグイン
やパッチのパラメータを素早く感覚的にアサインできます。

パラメータをエンコーダやスイッチにアサインする方法：
1. VIP 内でアサインしたいパラメータを持ったプラグインのパッチを選択します。
2. コントロール画面内で Edit：Pluginまたは Edit：Patchボタンをクリックして、アサインがプラグイン 
 全体に及ぶのか、そのパッチだけなのかを選択します。
3. Learnボタンをクリックします。VIP のエンコーダとスイッチが明るい青色でハイライト表示され、プラグイ 
 ンのグラフィカル・ユーザ・インターフェイスが別ウィンドウで開きます。

4. VIP 内でアサインしたいエンコーダまたはスイッチをクリックします。エンコーダやスイッチは、MIDIコン 
 トロール・チェンジ（ラーン・モード以外では緑色で表示）ではなく、プラグインのパラメータをコントロー 
 ルするように設定（ラーン・モード以外ではオレンジ色で表示）されている必要があります。
 Advance キーボードの場合：あるいは、目的のエンコーダを回すか、目的のスイッチを押します。
5. プラグイン内で、VIP にアサインしたいパラメータをクリックします。そのパラメータは即座に選択したエン 
 コーダまたはスイッチにアサインされます。
6. さらに別のコントロールをアサインする場合は、3～4の手順を繰り返します。
 ラーン・モードから出るには、Learnボタンをもう一度クリックします。VIP のエンコーダやスイッチの表 
 示色が元の色に戻ります。
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パッドまたは鍵盤を演奏するには、それらをクリックします。

パッドのバンクを変更するには、1 番目のパッドの上、Bankの隣にある左または右の矢印（＜または＞）をクリッ
クします。

パッドのMIDIノートあるいはMIDI チャンネルを変更したり、新たにアサインしたりするには、パッドを右クリッ
クして、表示されたメニューから目的のノート・ナンバまたはチャンネルを選択します。
重要：これらのアサイン設定は、VIP 内の全体に影響します。別な言い方をすると、パッドのMIDIノートやチャ
ンネルへのアサインは、特定のプラグインやパッチとは関連していません。

ピッチやモジュレーションを調節するには、ピッチベンドやモジュレーション・ホイールをそれぞれクリックして
動かします。

Advance キーボードでは：
パッドあるいは鍵盤を演奏するには、それらを押します。
パッドのバンクを切り替えるには、パッド・バンク・ボタンを押します。

Advance キーボードでパッドのMIDIノートやチャンネルをアサインしたり変更したりする方法：
1. Controlボタンを押して、エンコーダ、スイッチ、パッドのそれぞれのタイプのコントロール画面を切り替 
 えます。padsを選択します。
2. 左右のページ・ボタンで目的のバンクを選択します。
3. カーソル・ボタンを使って目的のパッドを選択し、データ・ダイヤルを押してコントロール・エディット・
 モードに入ります。
4. カーソル・ボタンを使ってNoteまたはMIDI Chを選択し、データ・ダイヤルを回して値を変更します。
 参考：この段階で、他のエンコーダを回したりスイッチやパッドを押したりするだけで、さらに別のパラメー 
 タをアサインすることができます。ただし、この操作をすると、操作したコントロールがMIDI メッセージを 
 送信してしまいます。これを避けたい場合には、上記の説明どおりに個々のコントロールを選択してください。
5. 設定が終わったら、データ・ダイヤルを押してコントロール・モードに戻ります。

ピッチやモジュレーションを調節するには、それぞれ pitch-bend wheelまたは modulation wheel を動
かします。

ヒント：パッド／キー画面は、Advance キーボードを接続せずに VIP を使用する際に便利です。パッドや鍵盤
をクリックすると、パッチやマルチのサウンドが試聴できます。

VIP 内のパッドやキーボードは、Advance キーボードの個々のバンクのパッドや鍵盤部分に似せた
デザインになっています。パッドやキーは、VIP 内でクリックするか、あるいは Advance キーボー
ドで演奏した時に点灯します。コントロール・エリアの上部にある 2 番目（ピアノ鍵盤）のアイコン
をクリックすると、パッド／キー画面が表示されます。

パッド／キー画面
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マルチ画面

マルチとは、（1 個あるいは複数のプラグインを使用する）2～8 個のパッチをまとめたもので、マル
チ画面内で同時に使用したりコントロールしたりできます。個々のパッチは特定の色を付けてスロッ
トにアサインされています。コントロール・エリアの上にある 3 番目の（チャンネル・フェーダ型）
アイコンをクリックすると、マルチ画面が表示されます。

スロットを選択するには、スロットをクリックします。あるいは、スロット・セレクタの丸印
をクリックして選択することもできます。丸印の色は、目的のスロットに対応しています。
Advance キーボードでは、Multiボタンを押してマルチ・モードに入り、左右のカーソル・
ボタンで目的のスロットを選択します。

パッチをマルチに追加するには、パッチ・ブラウザ内で目的のマルチを選択し、パッチ・ブラウザ内で追加した
いパッチを右クリックして、Add to multiを選択します。
ヒント：あるいは、パッチ・ブラウザから1 個のパッチをクリックしながら、マルチ画面内のコントロール・エリ
アにある目的のスロットにドラッグします。

Advance キーボードでマルチをパッチに追加する方法：
1. Browserボタンを押してブラウザ・モードに入ります。
2. 左右のページ・ボタンで Pluginsカテゴリを選択します。
3. 下カーソルを押して、そのカテゴリのタグのリストを選択します。
4. データ・ダイヤルを回して、＝＝Multis＝＝を選び、データ・ダイヤルを押して右側にマルチのリストを表 
 示させます。
5. 右カーソルを押して、マルチのリストを選択します。データ・ダイヤルを回して目的のマルチを選択し、デー 
 タ・ ダイヤルを押してロードします。
6. 上カーソルを押して S#フィールド（右上端）を選択します。データ・ダイヤルを回して目的のスロット番 
 号を選択し、データ・ダイヤルを押します。
7. カーソルで左側にあるプラグインのリストをもう一度選択します。
8.　 データ・ダイヤルを回してプラグインを選択し（＝＝Multis＝＝を選択から外し）、データ・ダイヤルを押 
 して右側のリストにパッチを表示させます。
9. オプション：左右のページ・ボタンで、カテゴリを選択します。
10. 右カーソルを押して、パッチのリストを選択します。データ・ダイヤルを回して目的のパッチを選択し、デー 
 タ・ダイヤルを押してロードします。
 パッチを他のスロットにロードするには、6～10の手順を繰り返します。
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スロットを消去するには、そのスロットを右クリックしてClear Slotを選択します。

Advance キーボードでスロットを消去する方法：
1. Multiボタンを押してマルチ・モードに入ります。
2. 右上端の Clear Slotが黄色のカーソルで縁取られていない場合は、上カーソル・ボタンを押します。
3. 左右のカーソル・ボタンで消去したいスロットを選択します。
4. データ・ダイヤルを押してスロットを消去します。
 さらにスロットを消去するには、3～4の手順を繰り返します。
 ヒント：スロット消去の操作を終えたら、下カーソル・ボタンを1回押して、Clear Slotが選択されて 
 いない状態にしておくと良いでしょう。これによって、不用意にスロットを消去してしまうことが防げます。

個々のスロットでは、特定のMIDI チャンネルまたは全てのMIDI チャンネルが使用できます。
　
スロットのチャンネルを設定するには、目的のスロットを右クリックして Channel を選び、チャンネル番号（1
～16）または全てのチャンネル（All）を選択します。
Advance キーボードであるスロットのチャンネルを設定する方法：
1. Multiボタンを押してマルチ・モードに入ります。
2. 左右のカーソル・ボタンで目的のスロットを選択します。
3. データ・ダイヤルを押してマルチ・エディット・モードに入ります。
4. カーソル・ボタンを使ってMIDI Chフィールドを選択し、データ・ダイヤルを回してチャンネル番号（1 
 ～16）または全てのチャンネル（All）を選択します。
5.　 データ・ダイヤルを押してマルチ・モードに戻ります。

それぞれのスロットには、DAWのオーディオ・チャンネルやMIDI でコントロールするバーチャ
ル・インストゥルメントで使われるものに似たようなコントロールがあります：
● ボリューム：ボリューム・フェーダ・コントロールは、そのスロットのオーディオ出力レ 
 ベルを調節します。フェーダは、クリックしながら上下にドラッグして調節するか、ある 
 いはフェーダの線上のある一点をクリックして、その値に「ジャンプ」させます。初期 
 値のレベルに戻すには、コンピュータ・キーボードの Ctrl（Windows）または 
 Command（Mac OS X）キーを押しながら、フェーダの適当な位置をクリックします。
 スロットから音が出ている状態では、フェーダの隣にあるメータが現在の音量レベルを 
 表示します。ミュートされたスロットは、メータがグレー表示されます。ミュートが外れ 
 たスロットは、メータが黄色で表示されます。
 重要：VIP 全体のオーディオ出力レベルを調節するには、マスタ・フェーダを使用します。
● パン：パン・ノブ・コントロールは、ステレオ音場におけるスロットの音の定位を調節します。ノブをクリッ 
 クしたままドラッグして、定位を調節します。CはCenter（中央）位置を示します。中央位置にリセット 
 するには、コンピュータ・キーボードの Ctrl（Windows）または Command（Mac OS X）キーを押 
 しながら、ノブをクリックします。
● ソロ：ソロ・ボタン（S）をクリックすると、そのスロット以外の全てのスロットがミュートされます。動作 
 中のボタンは黄色で表示されます。複数のスロットを同時にソロで鳴らすこともできます。
● ミュート：ミュート・ボタン（M）をクリックすると、そのスロットがミュートされます。動作中のボタンは 
 赤色で表示されます。複数のスロットを同時にミュートすることもできます。
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● ロー・キー／ハイ・キー：Lおよび Hのフィールドは、スロットがそのパッチの音を鳴らす受信MIDIノー 
 トの（それぞれ）最低音と最高音を示します。この範囲外のノートは無視されます。それぞれのフィールド 
 をクリックしたまま上下にドラッグすると、値が変更できます。
 画面を見ながら感覚的に操作する場合は、LまたはHをクリックしてウィンドウの下部にピアノ・ロールを 
 表示させます。色の付いた範囲が、選択中のスロットが使用する音域を示します。この範囲の端をクリック 
 したままドラッグして、範囲を変更します。LまたはHをクリックすると、ピアノ・ロールが消えます。
 ヒント：この設定は、複数のパッチを同時に演奏する時にも便利です。特定のスロットの音域が他のスロッ 
 トの音域と重なるように設定することで、複数のパッチの音を同時に鳴らして、新しいサウンドや色彩感が 
 生み出せます。また、Advance キーボードの異なる音域で特定のパッチだけを鳴らすようにする時にも便 
 利です。たとえば、2オクターブの音域内に互いに重なり合わない範囲を5つ設定すれば、5 種類の異な 
 るパッチを使い分けることができます。

● トランスポジション：このフィールドには、そのスロットの現在のトランスポーズ設定が半音単位（-36～ 
 36）で表示されます。Advance キーボードで利用できるパッドの音程をずらした設定にしておきたい場 
 合などに便利です。この数値を変更するには、フィールドをクリックしたまま上下にドラッグします。あるい
 は、フィールドをダブルクリックして数値を入力し、コンピュータ・キーボードの Enterキーを押します。

Advance キーボードでスロットのボリュームやパン、ソロ、ミュートの状態をコントロールする方法：
1. Multiボタンを押してマルチ・モードに入ります。
2. それぞれのエンコーダやスイッチ、パッドは、マルチのスロットに対応しています。パッドはスロットの色に 
 対応した色で点灯します。
 スロットのボリュームを調節するには、そのエンコーダを回します。
 スロットのパンを調節するには、Shiftボタンを押しながらエンコーダを回します。
 スロットをソロで聴くには、そのスイッチを押します。
 スロットをミュートするには、そのパッドを押します。
3. 別のモード・ボタンを押すと、以前のモードにおける通常の操作に戻ります。

Advance キーボードでスロットの最低音、最高音、あるいはトランスポーズを設定する方法：
1. Multiボタンを押してマルチ・モードに入ります。
2. 左右のカーソル・ボタンを押して、目的のスロットを選択します。
3. データ・ダイヤルを押して、マルチ・エディット・モードに入ります。
 カーソル・ボタンで Lo Keyフィールドを選択し、データ・ダイヤルを回してノートを設定します。
 カーソル・ボタンでHi Keyフィールドを選択し、データ・ダイヤルを回してノートを設定します。
 カーソル・ボタンで Transposeフィールドを選択し、データ・ダイヤルを回して半音単位で移調する量 
 （-36～36）を設定します。
4. データ・ダイヤルを押して、マルチ・モードに戻ります。
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AKAI professional および AIR Music Technology は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録された
inMusic Brands, Inc. の商標です。

SONiVOXは SONiVOX LP の商標です。

inMusic は SONiVOXの特約販売元です。

e-instruments Copyright 2010 e-instruments lab GmbH。無断複写・転載を禁止します。

FXpansion は FXpansion Audio UK Ltd. の商標です。

MacおよびMac OS X は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

Sample Logic (TM) は、Sample Logic, LLCの商標です。

Spitfire Audio(c) MMXV Spitfire Audio LLP。無断複写・転載を禁止します。

VSTは Steinberg Media Technologies GmbHの商標です。

WayOutWare(c) Way Out Ware, Inc.。無断複写・転載を禁止します。

Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されたMicrosoft Corporation の商標です。

その他全ての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

商標およびライセンス
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