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安全にお使いいただくために
この取扱説明書で使用している危険防止のマーク
このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上
の注意に従ってください。
1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置
を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れが
あるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音
楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かな
いでください。
9. 電源プラクは、危険防止のために、正しく使用し
てください。アース端子付の電源プラグは、2 つ
のブレードのほかに棒状のアース端子が付いてい
ます。これは、安全のためのものです。ご利用の
コンセント差込口の形状に合わないときは、専門
の業者にコンセントの取り替えを依頼してくださ
い。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないよ

13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、
プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口
にお問い合わせください。電源コードやプラグが
損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物
を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらさ
れたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、
修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生します
ので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通し
の良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピー
カで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐
れがあります。（聴力低下や、耳鳴りを感じたら、
専門の医師にご相談ください）。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花
瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入った
ものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさ
ないでください。
[ WEB ] http://m-audio.jp/
[ MAIL ] m-audio@numark.co.jp

うに注意してください。特にプラグ部、コンセント

＜お問い合わせ＞

差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカが指定しているものを使用して
ください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テー
ブルに載せて使用してください。設置の際、ケー
ブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の
原因にならないよう注意してください。

株式会社ニュマークジャパンコーポレーション
カスタマ・サポート部
〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23
オーク南麻布ビルディング6階
TEL：03-6277-2231

FAX：03-6277-0025
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1.

付属のUSBケーブルを使用して、Axiom AIR Mini 32とお使いのコンピュータを接続します
（USBハブをお使いの場
合は、必ずセルフパワー・タイプをお使いください）。Axiom AIR Mini 32がコンピュータに正しく認識されますと、本体
パネル左上の
「Sustain」
ボタンと
「Edit』
ボタンが青く、
「Octave +/-」
ボタンが赤く、
それぞれ
「薄く点灯」
します。

2.

お使いのDAWソフトウエアを起動します。

3.

DAWソフトウエアのMIDI設定画面を開き、Axiom AIR Mini 32をMIDI入力デバイス
（またはコントロール・サーフェイ
ス）
として設定します。詳しくはお使いのDAWソフトウエアのマニュアル等をご覧ください。

推奨ソフトウエアのインストール
Axiom AIR Mini 32の機能を最大限に利用するために、以下のソフトウエアのダウンロード＆インストールをお勧めいたしま
す。
・

Ignite：AIR Music Technologyによって設計されたIgniteはあなたの音楽的なアイディアやモチーフを楽曲創作へと
導く革新的な音楽制作ソフトウエアです。Axiom AIR Mini 32を接続するだけで、IgniteはAxiom AIR Mini 32に最適
化され、難しい設定なしに簡単に操作可能です。Igniteは、
ダウンロードにてご提供しています。
ダウンロードについては
http://m-audio.jp/のIgniteページよりリンクをクリックしてください。

・

HyperControl：HyperControlは、Axiom AIR Mini 32のノブやボタンを、素早く簡単にお使いのDAWソフトウエア
用にマッピングする画期的な機能です。対応するDAWソフトウエアをお使いの場合、
トランスポートやミキシング・コント
ロール
（フェーダやパン）、
バーチャル・インストゥルメントやエフェクト・プラグインのパラメータなどをAxiom AIR Mini
32でコントロールすることが可能になります。更に、HyperControlの自動マッピングではなく、
お好みのアサインにカス
タムした独自のMIDIマッピングに切り替えて使用することもできます。お使いのDAWソフトウエアによっては、
HyperControlを使用するために追加の設定ソフトウエアをインストールする必要があります。
詳しくはhttp://numark.co.jp/m-audio/hypercontrol/のページをご覧ください。

・

Windows用の追加ドライバ：Windows OSにて、複数のDAWソフトウエアを同時に使用したり、他のクラスコンプライ
アント・デバイスを併用する場合に、
このドライバが必要になります。Macをご使用の場合は不要です。
ダウンロードは、
http://m-audio.jp/support/から行えます。

各部名称

1.
2.
3.

キーボード：32 鍵キーボード部は、ベロシティ対応で、
「Octave +/-」
ボタンを併用することによって 10 オクターブに

アクセス可能です。
エディット・モードにおいてはこのキーボードを使用して各種設定を行います。

ピッチベンド＆モジュレーション・ボタン：このボタンで、MIDI 音源に対して、ピッチベンドやモジュレーションのコン

トロールを行います。

オクターブ / トランスポーズ +/- ボタン：初期状態では、これらのボタンはキーボードのオクターブを上下する機能に

なっています。
＋ボタンを押すと 1 オクターブ上へシフトし、ボタンで 1 オクターブ下へシフトします。
エディット・モー

ドでカスタマイズすることにより、半音ずつシフトさせるトランスポーズ機能として機能させたり、プログラムチェンジ情
報を送信するように設定可能です。

4.

サスティン・ボタン：このボタンは、ピアノのサスティンペダルと同じような働きをします。
キーボード
（またはパッド）を

押さえている時にこのボタンを押すと、その押さえている音がホールドされます。
ボタン動作として、押している間だけサ

スティンが効くのか、一度押してサスティン機能をオンにし、手を離してもオンのままで、もう一度ボタンを押すとサス
ティン機能がオフになるのかを、切り替えることができます。後の
「エディット・モード」
の
「サスティン」
の項目をご覧くだ

さい。
5.

エディット・ボタン：このボタンを押してエディット・モードに入ります。MIDI コントロール・アサインをカスタマイズ

したり、グローバル・セッティングやユーティリティ機能の設定を行います。
エディットモードに入っている場合、このボ
タンは青く
「強く点灯」
します。

6.

十字ボタン：このボタンを使用して、
お使いの DAW ソフトウエアに合わせて、HyperControl モードの各機能を切り替

えることができます。
また、他の MIDI メッセージをアサインすることも可能です。

7.

トランスポート・ボタン：DAW ソフトウエアの標準的なトランスポート機能をコントロールします
（停止、再生、録音）。

8.

ノブ：8 つのノブで、
ボリュームやパンなどの MIDI メッセージをコントロールできます。HyperControl モードでは、
プ

HyperControl 対応 DAW ソフトウエアに対しては自動的にこれらの機能が割り当てられます。
もちろん、独自に他の
MIDI メッセージをアサインすることも可能です。

ラグインのパラメータをコントロールすることも可能です。

9.

HyperControl モード・ボタン：このボタンで、
以下の 4 つのモードを切り替えることができます。
・ HyperControl ボリューム・モード：8 つのノブはトラックのボリュームコントロールにアサインされます。
これが選ばれている際は
「Volume」LED が赤く点灯します。

・ HyperControl パン・モード：8 つのノブはトラックのパン・コントロールにアサインされます。
これが選ば
れている際は
「Pan」LED が赤く点灯します。

・ HyperControl Inst/FX モード：8 つのノブは選ばれているバーチャル・インストゥルメントやエフェクト・
プラグインのパラメータにアサインされます。
アサインされるパラメータはお使いの DAW ソフトウエアにより
ます。
これが選ばれている際は
「Inst/FX」LED が赤く点灯します。

・ MIDI モード：HyperControl 機能はオフになり、各ノブやボタンは、ユーザが設定した MIDI メッセージを
送信します。
「Volume」、
「Pan」、
「Inst/FX」
の LED はすべて消灯します。HyperControl に対応していない
DAW ソフトウエアをお使いの場合は、
自動的にこのモードになります。

10. トリガ・パッド：ベロシティ対応の 8 つのパッドは、
ドラムパートの作成やサンプル・トリガに最適です。
11.
12.

パッドバンク・ボタン：このボタンでトリガ・パッドの 2 つのバンクを切り替えます。
トリガ・パッドは、バンクごとに異

なる設定が可能です。

USB ポート：Axiom AIR Mini 32 は USB ポートを経由して電源供給と MIDI データの送受信を行います。

13. ケンジントン・ロック・スロット：Kensington セキュリティ・ケーブルを接続することができます。

エディット・モード
エディット・モードで Axiom AIR Mini 32 のコントロール機能をカスタマイズすることが可能です。巻末付録のキーアサイン
図をご参照ください。

オクターブ・ボタン
初期状態では、
オクターブ・ボタンの
「＋」
または
「」
を一度押すと、
それぞれキーボード部が 1 オクターブ分上下にシフトしま
す。
オクターブをシフトさせた状態でも、次回電源投入時にはそれは解除され、
「Octave +/-」
ボタンは赤く
「薄く点灯」状態とな
ります。
また、
どのようなシフト状態になっていても
「＋」
と
「」
を同時に押すと、
シフト 0
（初期状態）
に戻ります。
「Octave +/-」
ボタンは、
シフトしている状態によって LED の点灯状況が変化します。
・ 赤で薄く点灯：オクターブ・シフトしていません。 0 です
（初期状態）。
・ 緑で点灯：+1 または -1 オクターブ・シフトしています。
・ オレンジ：+2 または -2 オクターブ・シフトしています。

・ 赤で強く点灯：+3 または -3 オクターブ・シフトしています。
・ 赤で点滅：+4 または -4 オクターブ・シフトしています。

更に、
オクターブ・ボタンは以下の設定により、
「トランスポーズ」
モードと
「プログラムチェンジ」
モードに切り替えることができ
ます。

トランスポーズ・モード
このモードでは、オクターブ・ボタンの
「＋」
または
「」
で、半音ずつキーボード部をトランスポーズ
（最大上下 1 オクターブ）
す
ることが可能です。急にキー（調）
を変えて曲を演奏することになった場合など、
この機能を使うと大変便利です。
オクターブ・ボタンをトランスポーズ・モードに切り替えるには：
1.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。

2.

キーボード部の
「Oct = Transpose」
キーを押します。
エディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、
エディット・モー

3.

ドを抜けたことを示します。

これで、オクターブ・ボタンはトランスポーズ・モードに切り替わりました。
「＋」
または
「」
ボタンで、キーボード部は半
音ずつシフトします。

どのようなシフト状態になっていても
「＋」
と
「」
を同時に押すと、
シフト 0
（初期状態）
に戻ります。

プログラムチェンジ・モード
このモードでは、オクターブ・ボタンの
「＋」
または
「」
で、プログラムチェンジ情報を送信することが可能です。
「＋」
または
「」
ボタンで、1 つずつプログラムチェンジ情報が上下します。
また、キーボード部右半分の数字キーで、1 つずつの上下ではなく、
ダイレクトにプログラムチェンジ情報を送信することもできます。
オクターブ・ボタンをプログラムチェンジ・モードに切り替えるには：
1.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。

2.

キーボード部の
「Oct = Program」
キーを押します。
エディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、エディット・モー

3.

ドを抜けたことを示します。

これで、オクターブ・ボタンはプログラムチェンジ・モードに切り替わりました。
「＋」
または
「」
ボタンで、送信先の MIDI
デバイスのプログラムが 1 つずつ切り替わります。

数字キーでプログラムチェンジ情報を直接送信するには：
1.
2.
3.

4.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。
キーボード部の
「Program Change（Pgm）」
キーを押します。
キーボード部の数字キーで、
目的のプログラムチェンジ・ナンバを入力し、

キーボード部一番右の「ENTER」キーを押します。
その瞬間に、上で入力したプログラムチェンジ情報が送信されます。
エディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、
エディット・モードを抜けたことを示します。
オクターブ・ボタンの
「＋」
と
「」
を同時に押すと、
プログラムチェンジ：0 が送信されます。

オクターブ・モード
オクターブ・ボタンをオクターブ・モードに戻すには：
1.
2.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。
「Oct = Octave」
キーを押します。
エディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、エディット・モードを抜けたことを
示します。

ピッチベンド＆モジュレーション・レート
Axiom AIR Mini 32 は、通常はホイール・コントローラで操作するピッチベンドとモジュレーション・コントロールを、ボタン
で操作するため、押している時間に対して値が変化するレート
（スピード）
を調整できるようにしました。

ピッチベンド＆モジュレーション・レートを変更するには：
1.
2.
3.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。
キーボード部の
「Pitch Bend Rate（PB）」
キーまたは
「Modulation Rate（Mod）」
キーを押します。
キーボード部の数字キーで、0〜127 の中で任意の数値を入力します。以下の例を参考に、
お好みのレート
（スピード）
に
設定してください。
・ 0：非常にゆっくり数値が上がっていきます。
これを基準にカスタマイズしてください。
・ 64（初期値）：適度なスピードに設定してあります。
・ 126：ほぼ一瞬で最大値まで達します。
（またはモジュレーション・ボタン）
を押した瞬間に、最大値に達し、ボタンを離
・ 127：ピッチベンド・ボタン
した瞬間に 0 になります。途中の値は送出しません。

4.

キーボード部一番右の
「ENTER」
キーを押します。上で入力したレートでピッチベンド・ボタン
（またはモジュレーション・
ボタン）
が設定されます。
エディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、
エディット・モードを抜けたことを示します。

バンク・チェンジ
お使いの MIDI デバイスによっては、LSB や MSB 情報などでより多くのプログラムにアクセスできるものもあります
（詳しくは
お使いの MIDI デバイスのマニュアル等をご覧ください）。Axiom AIR Mini 32 に接続している MIDI デバイスに、バンク LSB
情報やバンク MSB 情報を送信する必要がある場合、以下の様な手順で行います。

バンク LSB または MSB メッセージを送信するには：
1.
2.
3.

4.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。
送信したい情報によって、
キーボード部の
「Bank LSB」
キーまたは
「Bank MSB」
キーを押します。
キーボード部の数字キーで、0〜127 の中で任意のバンク値を入力します。

キーボード部一番右の
「ENTER」
キーを押します。
その瞬間に、上で入力したバンク情報が送信されます。
エディット・ボ
タンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、
エディット・モードを抜けたことを示します。

サスティン
サスティン・ボタンは、
ピアノのサスティンペダルと同じような働きをします。
キーボード
（またはパッド）
を押さえている時にこの
ボタンを押すと、その押さえている音がホールドされます。
ボタン動作として、
「モーメンタリ」
（押している間だけサスティンが効
く）
か、
「ラッチ」
（一度押してサスティン機能をオンにし、
もう一度ボタンを押すとサスティン機能がオフになる）
かを、切り替える
ことができます。

サスティン・ボタンの動作を切り替えるには：
1.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。

2.

キーボード部の
「Sustain Mode」
キーを押します。現在「モーメンタリ」
の場合は
「ラッチ」
に、「ラッチ」
の場合は
「モーメ
ンタリ」
に切り替わります。

3.

そのまま 1 秒ほど待つと、
エディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、
エディット・モードを抜けたことを示します。

ベロシティ・カーブ
Axiom AIR Mini 32 のキーボード部はベロシティ対応ですが、プレイスタイルに合わせて、キーボードを弾く強さと送出する
ベロシティ値の関係（感度またはベロシティ・カーブ）
を 3 段階で切り替えることができ、更に、どんな強さで弾いても任意の
ベロシティ値で固定することも可能です。
ベロシティ・カーブを変更するには：
1.
2.
3.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。
キーボード部の
「Velocity Curve（Vel）」
キーを押します。
キーボード部の数字キーで、0〜127 の中で任意の数値を入力します。以下の例を参考に、お好みの感度に設定してくだ
さい。
より強くキーボードを弾く必要があります。
・ 0：低感度です。高いベロシティ値を送出するには、
これを基準にカスタマイズしてください。
・ 1（初期値）：適度な感度に設定してあります。
比較的簡単に高いベロシティ値を送出できます。
・ 2：高感度です。
・ 3：100 と 127 の 2 段階のベロシティ値のみを送出します。
・ 4〜127：ベロシティは任意の値に固定されます。

4.

キーボード部一番右の「ENTER」キーを押し、ベロシティ・カーブの設定を保存します。
その前に「Cancel」キーやエ
ディット・ボタンを押すと、設定は保存されず、新しい設定は無効となります。

トリガ・パッド
「パッド学習」機能を使えば、
トリガ・パッドに簡単に MIDI ノートナンバをアサインすることができます。

トリガ・パッドに MIDI ノートナンバをアサインするには：
1.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。

2.

キーボード部の
「Pad Learn（Pad）」
キーを押します。

4.

キーボード部でアサインしたい音階のキーを押します。

5.

アサインしたいトリガ・パッドを押します。
これで、目的のパッドに任意の音階のノートナンバがアサインされました。
エ
ディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、
エディット・モードを抜けたことを示します。

3.

必要であればパッドバンク・ボタンを押し、
パッドバンクを切り替えます。

MIDIセッティング

グローバルMIDIチャンネル
グローバル MIDI チャンネルは、Axiom AIR Mini 32 から送出される MIDI 情報の基本の MIDI チャンネルです。
このチャン
ネル・セッティングは、後に解説します
「メモリ・ロケーション」
には記録されません。
MIDI チャンネルを変更するには：
1.
2.
3.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。
キーボード部の
「MIDI Channel」
キーを押します。
キーボード部の数字キーで、1〜16 の中で任意のチャンネル値を入力します。

4.

キーボード部一番右の
「ENTER」
キーを押し、MIDI チャンネルの設定を保存します。
その前に
「Cancel」
キーやエディッ
ト・ボタンを押すと、設定は保存されず、新しい設定は無効となります。

MIDIパニック
MIDI パニック・メッセージを送出すると、すべての MIDI チャンネルに対して
「オール・ノート・オフ」情報が送られます。接続
している MIDI デバイスがエラーを起こし、音が鳴りっぱなしになってしまった場合などに有効です。
MIDI パニック・メッセージを送出するには：

1.
2.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。
キーボード部の
「MIDI Panic」
キーを押します。
すべての MIDI チャンネルに対して
「オール・ノート・オフ」情報が送られ、
エディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、
エディット・モードを抜けたことを示します。

カスタムMIDI設定
HyperControl で決められたアサインではなく、ご自身で Axiom AIR Mini 32 のノブやボタンに自由に MIDI メッセージを
アサインすることも可能です。

MIDIメッセージのアサイン
Axiom AIR Mini 32 の MIDI 設定を編集するには、
エディット・ボタンを押し、
エディット・モードに入ります。
エディット・モー
ドに入っている間は、エディット・ボタンは青く
「強く点灯」
します。
エディット・モードから抜ける場合は、もう一度エディット・
ボタンを押します。

ノブやボタンに MIDI メッセージをアサインするには：
1.
2.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。

キーボード部の
「Control Assign
（Ctrl）」
キーを押します。

3.

アサインしたい操作子（ノブ、
ボタン）
を動かしたり押したりして選択します。

4.

キーボード部の数字キーで、0〜127 の中で任意の数値を入力します。以下の例を参考に、任意の MIDI メッセージを
設定してください。
に任意の MIDI コントロール・チェンジ情報をア
・ 0〜127：Axiom AIR Mini 32 の操作子（ノブ、ボタン）
サインします
（オクターブ・ボタン、HyperControl モード・ボタン、パッドバンク・ボタンにはアサインでき
ません）
。
ボタン）
に、
アフタータッチ
（チャンネル・プレッシャ）情報をアサインします。
・ 131：操作子（ノブ、
ボタン）
に、
ビッチベンド情報をアサインします。
・ 132：操作子（ノブ、

5.

キーボード部一番右の「ENTER」キーを押します。上で入力した MIDI メッセージが設定されます。
その前に「Cancel」
キーやエディット・ボタンを押すと、設定は保存されず、新しい設定は無効となります。

最小値/最大値の設定

場合によっては、ノブやボタンを操作して送出される MIDI 情報の最小値及び最大値を、0 や 127 ではなく、任意の値に設定
したいこともあるかもしれません。

最小値 / 最大値を設定するには：
1.
2.
3.
4.
5.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。
最小値を設定するには、キーボード部の
「Control Minimum」
キーを、最大値を設定するには
「Control Maximum」
キーを押します。
アサインしたい操作子（ノブ、
ボタン）
を動かしたり押したりして選択します。
キーボード部の数字キーで、0〜127 の中で任意の数値を入力します。

キーボード部一番右の「ENTER」キーを押します。上で入力した値が設定されます。
その前に「Cancel」キーやエディッ
ト・ボタンを押すと、設定は保存されず、新しい設定は無効となります。

HyperControl対応DAWソフトウエアをご使用時
HyperControl 対応 DAW ソフトウエアをご使用時に、HyperControl ではなく、これらの独自のアサインを使用したい場合
には、HyperControl モード・ボタンを何度か押して HyperControl モードの LED をすべて消した状態「MIDI モード」
にし、
これらの独自アサインを有効にします。HyperControl に戻るには、再度 HyperControl モード・ボタンを何度か押してお好
みの HyperControl モードに入ります。

メモリ・ロケーション
一度設定した操作子のアサインは、10 個までプリセット・メモリとして記憶させておくことができます。
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メモリ・ロケーション・キー

ストア・キー

現在の設定をメモリ・ロケーションに記憶させるには：
1.
2.
3.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。
キーボード部の
「Store（Save）」
キーを押します。
キーボード部の数字キーで、0〜9 の中で任意の数値を入力します。入力したメモリ・ロケーション・スロットに現在の
設定が保存され、
エディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、
エディット・モードを抜けたことを示します。

メモリ・ロケーションを呼び出すには：
1.
2.
3.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。
キーボード部の
「Memory Location
（Mem）」
キーを押します。
キーボード部の数字キーで、呼び出したいメモリ・ロケーション・スロット
（0〜9）
を入力します。入力したメモリ・ロケー
ションが呼び出され、
エディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状態に戻り、
エディット・モードを抜けたことを示します。

メモリのバックアップとリストア
保存した 10 個のメモリ・ロケーションを、システム・エクスクルーシブ情報として、外部の MIDI SysEx ライブラリ・ソフト
ウエアや DAW のトラックにバックアップとして書き出したり、
それらをリストアして読み込むことが可能です。
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メモリ・ロケーション・バックアップ・キー
メモリ・ロケーションをバックアップとして書き出すには：
1.

Axiom AIR Mini 32 をコンピュータに接続し、正しく認識されていることを確認します。

3.

エディット・ボタンを押します。青く
「強く点灯」
します。

4.

キーボード部の
「Backup」
キーを押します。
メモリ・ロケーションは書き出され、エディット・ボタンは青く
「薄く点灯」状
態に戻り、
エディット・モードを抜けたことを示します。DAW や SysEx ライブラリ・ソフトウエアの記録を停止します。

2.

DAW の MIDI トラックが録音待機状態になり、Axiom AIR Mini 32 からの信号を受信することを確認します
（または、
SysEx ライブラリ・ソフトウエアが Axiom AIR Mini 32 からの信号を受信するようになっていることを確認します）。

書き出したバックアップを Axiom AIR Mini 32 にリストアするには：
1.

Axiom AIR Mini 32 をコンピュータに接続し、正しく認識され
ていることを確認します。

2.

バックアップデータを記録した DAW の MIDI トラックや SysEx
ライブラリ・ソフトウエアが、Axiom AIR Mini 32 に対してデー
タを送出する設定になっていることを確認します。

3.

DAW や SysEx ライブラリ・ソフトウエアの送信を開始します。
データを受信すると、Axiom AIR Mini 32 は自動的にエディッ
ト・モードに入り、受信が完了すると再度自動的にエディット・
モードを抜けます（データ転送速度によっては一瞬で終了しま
す）。

* DAW や SysEx ライブラリ・ソフトウエア
で記録したデータを送信する場合、必ずデー
タの記録されている一番先頭（またはそれよ
り前）から再生してください。
データの途中か
ら送信してしまうと、誤動作を起こす可能性
があります。
ご注意ください。

付録

エディット・モードの機能
このイラストを印刷してお手元に置き、エディット・モー
ドの際にご参照ください。

仕様
鍵盤：

ベロシティ対応の 32 鍵ミニ鍵盤

オクターブ：

トータル 10 オクターブ
（上下方向に 4 シフト）

ドラム・トリガ・パッド：

8 個、
ベロシティ＆プレッシャ対応

ロータリィ・ノブ・コントロール：

8個

ベロシティ・カーブ：

3（ロー、
ノーマル、
ハイ）
1 ステップ
（100＆127）
固定（4〜127 の内、任意）

トランスポート・ボタン：

停止、再生、録音

プリセット：

10 個（ユーザ編集可能）

接続：

ミニ USB 端子

電源：

USB バスパワー

サイズ
（W x D x H）：

397 x 194 x 34mm

重量：

0.79kg

