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はじめに／各部の名称と機能

はじめに
この度は、AKAI professional USB/MIDIパフォーマンス・キーボードMPKシリーズを
お買い上げいただきまして、
誠に有難うございます。
この取扱い説明書は、本製品の外部機器
との接続方法、各部の機能や基本的な使用方法について説明しています。

本説明書内ではMPKシリーズ・コントローラー各機種を
「MPK」という総称で説明して
いきます。
また、
各機種毎にコントローラーの有無や操作系に関して若干の差が生じます
が、
お使いの機種と照らし合わせて各項目をご参照下さい。

※本製品バンドルの
「Ableton Live lite」
について
本製品付属CD-ROMに収録のDAWソフト
「Ableton Live lite」はOEM供給の為、弊社ならび
に国内代理店様においてのテクニカルサポートサービスは取り扱っておりません。
「Ableton
Live lite」
のお取り扱いに関するお問い合わせは弊社ではいたしかねますので、
あらかじめ
ご了承ください。
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各部の名称と機能
本章ではMPK49を例に説明を進めていきます。

■トップパネル

1. ディスプレイ：バックライト付き液晶ディスプ
レイです。
2. [VALUE](Enter)ノブ：このノブを回してプ
リセットの選択やパラメータの数値変更をし
ます。
このノブ押し込むことでEnter扱いにな
り、
変更の決定をすることがで
きます。
3. [<] / [>]：これらのボタンは画
面上のフィールドを切替えるときに使用しま
す。
また、
画面内左端のフィールド点滅時に[<]
を押すことで[CANCEL]としても機能します。
4. [PRESET]：このボタンを押すとプリセット
モードになります。プリセットとは各コントロー
ラーの設定状況が保存された１つのプログラムの
ようなもので、
工場出荷時にはいろいろなDAWや
ソフトシンセのものが用意されています。
5. [EDIT]：このボタンを押すとエディットモード
になり、
アサイナブルノブ、
スライダー、
ボタン
へのコントロールチェンジ等の割り当てや、
鍵
盤、
パッドの振舞いを設定することができます。
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6. [GLOBAL]：このボタンを押すとグローバ
ルモードになり、システム全般に影響する設
定を行うことができます。
MIDIリセット・コマ
ンドもこのモードで送信する事が出来ます。
7. [PREVIEW]：このキーを使ってノブやスラ
イダーにアサインされたMIDIコントロール情
報などを確認することが可能です。
このキーを
押したまま各コントローラーを動かしても
MIDI情報は送信されません。
また、
このキーを
押すことで1つ前に送信したMIDI情報の値を
確認することもできます。
8. [PROGRAM CHANGE]：このボタンを押
すとプログラムチェンジ・モードになります。
バンク・チェンジ・メッセージを含むプログラ
ム・チェンジ情報を送信することができます。
9. トランスポート・コントロール・ボタン：これ
ら5個のボタンはトランスポート・コントロー
ル・コマンドを送信するためのものです。
この
ボタンはMMC/MIDI SysEx/MIDI START/
STOPまたはアサインしたMIDI CC情報の両
方の送信方法を設定することができます。

はじめに／各部の名称と機能

10. アサイナブル・ノブ：このノブはコントロール
チェンジやアフタータッチの他に、
NRPNによ
るINC/DECの割り当ても可能です。
MPK25
には12基ものノブが用意されています。
11. アサイナブル・スライダー：このスライダーに
はコントロールチェンジやアフタータッチの
割り当てが可能です。
12. アサイナブル・ボタン：このボタンにはコント
ロールチェンジの他にプログラムチェンジも
割り当てが可能です。
また、このアサイナブル・ボタンは[ T I M E
DIVISION]キー
（19.）
がオンになっている時に
はアルペジエイターやノートリピート機能の
レイト
（音符の単位）
選択ボタンとして機能し、
コントロールチェンジなどのMIDIメッセージ
は 出力されません。

16. [FULL LEVEL]：オンにすると、
どんな強さ
でパッドを叩いても、
出力されるノートオン・
ベロシティは常に最大の
「127」
に固定され
ます。
強弱による変化を求めない場合に使用
します。
17. [12 LEVEL]：このキーをオンにするとパッ
ドそれぞれに対し0から127までのベロシ
ティを12段階でセットされます。
選択
（演奏）
対象になるのは、
[12 LEVEL]キーを押す直
前に発音
（送信）
させたパッドになります。
右
図は各パッドに対してのベロシティの割り振
り図です。
18. [NOTE REPEAT]：このキーでノートリ
ピート機能のオン／オフが出来ます。
ボタン
を押しながらパッドを押し続けるとT A P
TEMPOのテンポとTIME- DIVISIONのレイ

13. [CONTROL BANK]：MPKには3つのコン

ト（音符の単位）設定に応じて、押している
パッドの音が連打されます。
ノートリピート

トローラー・バンクが有り、
１つのプリセット
あたり最大で72の独立したパラメータを割り

機能はDAWや外部MIDI機器のクロックとシ
ンクさせることが可能です。

当てることができます。バンクの切替はこの
キー押すことで点灯するキー上部のLED表示
によって確認することができます。
14. PADS：各パッドを叩く
事でMIDIノート情報が出
力されます。パッドはベ
ロシティによる強弱の表
現の他、パッドを押し込
む事でプレッシャー情報
も出力可能です。
また、
こ
のパッドを使ってプログラムチェンジを送信
することも出来ます。
15. PAD BANK：A,B,C,Dそれぞれのボ
タンを押すことで、
パッド・バンクを切
替えることができます。最大で4 8 の異なる
パッドのセッティングを保存することができ
ます。
現在選択されているバンクは右図のよう
にLCDディスプレイ内で確認することができ
ます。

このキーによるノートリピート機能のオン／
オフの振るまいは「TOGGLE（一般的にアン
ラ ッ チ・タ イ プ と 呼 ば れ て い ま す ）」と
「MOMENTARY（一般的にラッチ・タイプと
呼ばれています）
」
から選択する事ができます。
19. [TIME DIVISION]：このボタンはノートリ
ピート機能とアルペジエイターのレイト
（音
符の単位）
を決定する時に使用します。
[TIME DIVISION]ボタンがオンのときは、
ア
サイナブル・ボタンとして機能しません。
20. [ARPEGGIATOR]：アルペジエイター機能
のオン／オフを切替えるためのものです。
ア
ルペジエイターは鍵盤による演奏にのみ有効
です。アルペジエイターの詳細設定はTAP
TEMPOでテンポの決定を、
TIME DIVISION
でレイト
（音符の単位）
を決定します。
アルペ
ジエイターはDAWや外部MIDI機器のクロッ
クとシンクさせることができます。
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21. [LATCH]：ラッチボタンはアルペジエイター機
能と連動して機能します。
アルペジエイターをオ
ンにするとラッチ機能も使用可能になります。
ラッチボタンをオンにするとアルペジエイター

ができます。
タップテンポはプリセット毎に
設定可能です。
本体のクロックを
「External 」

を記憶し、
鍵盤を離しても音が鳴り続けます。

に設定しているとき、
TAP TEMPO機能は使
用できません。

以下にアルペジエイターの動き方を説明します。
a. 鍵盤(和音)を押している間に他の鍵盤を押
すと押した鍵盤のノートがアルペジオの新し
いノートとして新たに追加演奏されます。
b. 一度鍵盤を離し再度新たに鍵盤(和音)を押
すと押した鍵盤のノートの組合せがアルペジ
エイターの(LATCH)機能によりアルペジオ
として演奏されます。
22. [OCTAVE + / -]：オクターブボタンは鍵盤
のオクターブの位置をずらすときに使います。
ディスプレイ上でオクターブの位置を確認す
ることができます。
+ / -のボタンを同時に押す
ことで初期設定値(0)に戻ります。
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23. [TAP TEMPO]：タップテンポタンを叩く
ことで、
叩いた速さにテンポを設定すること
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24. ピッチ・ベンド・ホイール：設定されたMIDI
チャンネル／ポートにMIDIピッチ・ベンド情
報を送信可能です。
25. モジュレーション・ホイール：このホイールは
コンティニュアス・コントローラ・データを割
り当てることが出来ます。
初期設定ではMIDI
CC #1(Modulation)に設定されています。

はじめに／各部の名称と機能

■リア・パネル

1. 電源端子：別売のDCアダプタ「MP6(6V1A)」
を接続する端子です。
USB接続以外の
ときに使用します。
2. DCレストレイント：DCアダプタのコードが
不慮の事故により抜けないようにするためも
のです。
3. USB端子：MPKとコンピュータをUSBケー
ブルで接続するための端子です。
コンピュー
タよりUSBケーブル経由で電源が供給され
ます。U S B 接続時にはコンピュータとの
MIDIデータの送受信のほか、
コンピュータか

4. MIDI OUT端子：MIDIケーブルを接続しMIDI
信号を送信するための端子です。
5. MIDI IN端子：MIDIケーブルを接続しMIDI信
号受信するための端子です。
6. エクスプレッッション・ペダル端子：エクスプ
レッション・ペダル
（Alesis F2など）
を接続
するための端子です。
7. サスティーン・ペダル端子：サスティーン・ペ
ダル
（Alesisサスティーン・ペダルなど）
を接
続するための端子です。

らMPKへ送られてきた情報を本体のMIDI
OUT端子へ送りだします。

5

外部機器との接続
MPKと外部機器との接続は下図の様になります。
外部音源モジュール
コンピュータ

サスティーン・ペダル

ACアダプタ

エクスプレッション
ペダル

外部MDI機器
1. コンピュータとMPKをUSBケーブルで接続します。
コンピュータよりUSBケーブル経由で電源
が供給されます。
USB接続の以外のときは別売りのDCアダプタ
「MP6(6V-1A)」
を使用します。

※MPKとコンピューターとの接続の際は、
パソコン本体のUSB端子に接続して下さい。
USBハブ
経由の場合、正常に動作しない場合もございます。
2. 外部音源モジュールと接続する場合は、
MPKのMIDI OUT端子と外部音源モジュールのMIDI IN
端子をMIDIケーブルで接続します。
3. 外部MIDI機器と接続する
（主に外部MIDI機器との同期をする）
場合は、
MPKのMIDI IN端子と外部
MIDI機器のMIDI OUT端子をMIDIケーブルで接続します。
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外部機器との接続

MPKをコンピュータと使う際の注意:
1. MPKをコンピュータと使う際はエディターソフトなどのアプリケーションを起動する前に、
まず外部機器とコンピュータがUSBケーブルで接続されているかを確認してください。
接続前
にアプリケーションを起動してもMPKは認識されません。
2. お使いのアプリケーションでMPKをデフォルトのMIDI入力機器として使うためには、
まず、
ア
プリケーション側であらかじめ設定をしておく必要があります。
お使いのアプリケーションの
MIDIに関する設定項目で行います。
詳細はお使いのアプリケーションの取扱説明書をご参照ください。

重要 :
MPKのMIDI OUT端子のふるまいは、
MPK本体がUSBケーブルでコンピュータと接続されているか
どうかで変化します。
* USBケーブルで接続されている場合:
コンピュータからのMIDIデータはMPKのMIDI OUT端子へと出力されます。
USBケーブルで接
続されている時にMPKで外部機器をコントロールする場合はコンピュータ側のDAWやシーケ
ンサーの｢MIDI echo｣
（もしくはそれに該当する設定）を有効にする必要があります。
* USBケーブルで接続されていない場合:
MPKで演奏されるすべてのMIDIデータは、
そのままMPKのMIDI OUT端子から出力されます。
MIDI IN端子に外部機器を接続している場合は、
外部機器からのMIDI情報は認識いたしません。
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ディスプレイに表示される情報
MPKのLCD(液晶ディスプレイ)上に様々な情報が表示されます。
ここでは、それらの情報に
ついて説明します。

オクターブとトランスポーズ情報
鍵盤を弾くと、LCDディスプレイには現在設定されている
「オクターブ」と「トランスポーズ」の情報が表示されます。
注意：オクターブ設定はプリセットごとに設定可能ですが、
オクターブ設定に関してはどのプリセットを選択して
もその設定の影響を受けます。

オクターブ設定に関する詳細は16ページ
「鍵盤
（キーボード）
に関するエディット｣から、
トラン
スポーズ設定に関する詳細は44ページ
「グローバル・モード｣からお読みください。

ノート情報
パッドを叩くとMPKは外部MIDI機器にMIDI ノート情
報を送信します。
それぞれのパッドはそれぞれのMIDI
ノート･ナンバーを持つことができます。
パッドを叩く
と画面にMIDI ノート･ナンバーと現在使用している
MIDIポート／MIDIチャンネル 、
パッド･バンク、
ベロシ
ティが表示されます。
詳しくは18ページ
「パッドの編集｣をお読みください。

パッドによるアフタータッチ
パッドを叩いた時に、さらにそのまま強く押し込む
と、MIDIアフタータッチ（キー・プレッシャー／チャ
ンネル・プレッシャー）
情報が送信されます。
アフター
タッチのオン／オフ、
キー・プレッシャー／チャンネ
ル・プレッシャーの設定はパッドごとに可能です。
詳しくは18ページ
「パッドの編集｣からお読みください。
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ディスプレイに表示される情報

コントロール･チェンジ
MPKのノブまたはスライダーを操作することで、
MIDIコントロール・チェンジ・データが送信されま
す。
このデータは外部MIDI機器やDAW、
ソフトシン
セなどのパラメータを変更するためにも使われます。
ノブやスライダーを動かすと画面にはコントロール・
チェンジ・ナンバー、
設定値、MIDIチャンネルが表示
されます。
詳しくは22ページ｢ノブとスライダーの編集｣をお読みください。

コントロール･アフタータッチ
MPKのノブとスライダーはMIDIアフター・タッチ
（チャンネル・プレッシャー）
情報を送信することも可
能です。
詳しくは22ページ｢ノブとスライダーの編集｣をお読
みください。

MIDIマシン・コントロール（MMC）
MIDIマシン･コントロール
（MMC）は、
MIDI接続された外部の
レコーダーを制御する為に使われます。
例えば、
MPKのトラン
スポート・コントローラーの[PLAY]キーを押すと、
外部接続さ
れたレコーダーに「MMC PLAY」
メッセージが送信されて再
生を開始します。[STOP]キーを押すと停止します。
詳しくは42ページ｢トランスポート・コントローラーの設定｣をお読みください。
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プレビュー画面
[PREVIEW]キーを押したままスライダーまたはノ
ブを動かすと画面は右図のように表示されます。
画面
には、
操作したノブまたはスライダーにアサインされ
たイベントの表示と共に、
前回の操作時で送信された
数値も同時に表示されます。
この[PREVIEW]キーは、
押し続けたままの状態でノ
ブやスライダーを操作して、
値を変更することができ
ますが、
実際の値は送信されません。

■プレビュー画面の利点
[PREVIEW]キーを押しながらノブやスライダーを操作することで、
実際の値を確認しながら目
的の数値だけを正確に送信することが可能です。
MIDIコントロール・チェンジを使用したオートメーション・データをDAWに録音する際にも
[PREVIEW]キーは便利です。
例えば、
フィルターのカットオフがアサインされているスライダー
や、
ノブにパンのコントロールがアサインされている場合など、
目的の数値や位置からオートメー
ションを記録したい場合もあるでしょう。
そんな時は[PREVIEW]キーを押したままコントロー
ラーを動かし、
目的の数値や位置まで正確に戻ったところで[PREVIEW]キーを離して、
その位置
から連続したデータを書込むといった事が可能です。
他にも、
[PREVIEW]キーを押した時に表示
される前回操作時の情報は、
バンク違いの同一スライダーやノブに、
別のコントロールチェンジ
がアサインされているものを連続して操作する場合など、
前回操作時の数値を見て、
確認しなが
ら操作できるので便利です。
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MPK49のモードについて

MPKのモードについて
MPKには4つのモードがあります。
各モードに入るにはMPKのディスプレイの下に配置された
それぞれのボタンを押します。
このページではこの4つのモードについて説明します。

プリセット
（PRESET）
モード
MPKを使う上でメインとなるモードです。
プリセットとは、
スライダー、
ノブ、
パッドなどに割り当てたコントロールチェンジなどの各設定情報を
記録してあるものです。
工場出荷時には有名なソフトシンセやDAWソフ
トウェアに合わせた設定のものを、
あらかじめプリセットとして記録して
あります。
勿論ユーザー自身の手によるオリジナル・プリセットを作成可
能で、
保存さえしておけばいつでも簡単に呼び出すことができます。
また、
このモード上では各プリセットの読込み以外に、
保存や複製などを行う事
もできます。

(→12ページ)

エディット
（EDIT）
モード
MPKの鍵盤、
パッド、
ノブ、
スライダーの各設定をするためのモードです。
アサイナブル・スライダーやノブ、
スイッチやモジュレーション・ホイール
などに自由にコントロールチェンジなどを割り当てることが出来ます。
(→14ページ)
グローバル
（GLOBAL）
モード
このモードはMPK全体に影響する設定を行うためのモードです。
例え
ば、パッドの感度調節や液晶画面の明るさ、
鍵盤全体の移調（トランス
ポーズ）
などを行います。
また、
本体の設定を初期設定に戻すこともでき
ます。(→44ページ)
プログラム・チェンジ
（PROGRAM CHANGE）
モード
このモードは外部に対してプログラム・チェンジ情報を送信するための
モードです。
このモードではDAWや外部機器のプログラムを切替える
ための情報を送信することができます。

(→ 50ページ)
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PRESET
（プリセット）
モード
PRESET（プリセット）とは、鍵盤、アサイナブルノブ／スライ
ダー／ボタン、
パッドやモジュレーション・ホイールなどに対して
の設定情報が保存されたものです。
[PRESET]ボタンを押すこと
で、
いつでもプリセット・モードになり、
プリセットを呼び出すこ
とができます。
このモードではプリセットの読込み以外に、
保存や
複製、
プリセット名の変更をすることができます。
各操作はそれぞ
れのページに切替えて行います。

PAGE 1 - プリセットの読込み
1. プリセット・モードで[VALUE]ノブを左右に回すと、
プリ
セット名とプリセット番号が変更します。
そのとき右図のように画面の中の
「PRESS ENTER」
が点
滅します。
2. この状態で[VALUE]
（[ENTER]）
ノブを押しこむと、
選択しているプリセットを読込
みます。
[<]または[PRESET]を押すと選択したプリセットはキャンセルされ直前に選択して
いたプリセットに戻ります。

PAGE 2 - プリセットの保存・複製
プリセット・モードでは新しく設定したプリセットの保存や複製をすることができます。
プリセットを同じプリセット番号で上書き保存するときは画面に
「SAVE TO」
が表示さ
れ、違うプリセット番号で複製保存するときは
「COPY TO」を表示させます。
1. プリセット・モードで図のように
「SAVE TO」
が表示され
るまで[>]ボタンを押します。
2. [VALUE]ノブを回して保存先の番号を表示させます。
このとき'PRESS ENTER'が点滅します。
3. [ENTER]を押すと選択した保存先に保存されます。
[<]または[PRESET]を押すと今
行った作業がキャンセルされプリセット・プレイ・モードに戻ります。
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PAGE 3 - プリセットの名前を変更
プリセット・モードではプリセットの名前を変更することができます。
1. 名前を付けるまたは変更するには図のように画面に'Preset
Name'が表示されるまで[ > ]キーを押します。
このときプリセット名の最初の文字が点滅しているはずです。
2. [VALUE]ノブを回して点滅している文字を変更します。
3. [ < ]と[ > ]を使い変更したい文字を選択し点滅させます。
4. 変更作業が終了したら[PRESET]を再度押し作業終了です。
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EDIT
（エディット）
モード
[EDIT]ボタンを押すとEDIT
（エディット）
・モードを呼び出すことができます。このモードで
は現在選択されているプリセットが記憶している鍵盤やパッド、
ノブやスライダーなどコン
トローラーの設定を変更することができます。
コントローラーによって設定項目は異なりま
すがパラメータの変更はエディット・モードの2ページ目で行います。
＊エディット・モードで行う変更は選択されたプリセットにのみ適用されます。
下図はエディット・モードの2ページ目です。
次ページには変更可能なパラメータが記さ
れていますので関連付けてご参照ください。

■エディット・モードの基本操作方法
1. [EDIT]ボタンを押します。
2. 次に、
変更したい対象のコントローラー
（鍵盤、
パッド、
ノブ、
スライダーなど）
を動かします。
画面に変更したいコントローラーの詳
細な情報が表示されます。
（この画面の
状態がエディットモードにおける
「Page 1」
となります）
。
3. 複数のメニューが表示されている場合は[VALUE]ダイヤルを回して変更したいメ
ニューを選択します。
[ENTER]を押し、
選択したメニューのパラメータを表示させます
（ここで表示させた画
面がエディットモードにおける
「Page 2」
となります）
。
4. Page 2では[ < ]と[ > ]を使って変更したいパラメータ・フィールドを移動します。
[VALUE]ノブを回して値を変更します。
5. 変更が終了したら[ENTER]を押して決定です。
キャンセルしたい時は[ < ]を押して下さい。
6. 他にエディットしなければ[PRESET]ボタンを押してエディットモードを抜けます。
操作ミスにより必要のないエディットまでしてしまわない様、
最後に
「PRESET」
ボタン
を押してエディットモードを終了させましょう。
変更したPRESETを保存したい場合は
12ページ：PRESETモード「Page2 プリセットの保存・複製」
をご参照下さい。
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エディット・モードのパラメータ
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鍵盤
（キーボード）
に関するエディット
MPKの鍵盤部分に関するエディットは「MIDIチャンネル」、
「オクターブ設定」
、
「アフター
タッチ設定」、
「ベロシティ設定」が設定可能です。
MIDIチャンネル
オクターブ設定

設定したMIDIチャンネルで鍵盤の演奏情報が送信されます。
OCTAVE

鍵盤をオクターブ単位でシフトすることができます。
これはプ
リセット毎に設定しておくことが可能です。

アフタータッチ設定 AFTER

アフタータッチは鍵盤を強く押し込むことでM I D I プレッ
シャー情報が送信され、
その効果を生むものです。
主にサウンド
のビブラートやディケイなどのコントロールに使います。
（受信
する音源側が対応している事が条件となります）

ベロシティ設定

VELO

鍵盤を弾く強さ
（MIDIベロシティ）
を感知するかどうか設定しま
す。
OFFにすると、
鍵盤を弾く強さに関係なくベロシティは最大
値で送信されます。

キーボード・エディット・モードの基本
1. [EDIT]ボタンを押します。
2. MPKの鍵盤のどれかを押して下さい。
どの鍵盤でもか
まいません。
3. 右の様な画面になります。
この画面がキーボード・エディットモードにおける
「Page 1」
になります。
4. [VALUE]ノブを回すと、
キーボード・エディットに関す
る項目が切替ります。
OCTAVE
（オクターブ設定）
, AFTER
（アフタータッチ
設定）
, VELO
（ベロシティ設定）
の順で切替りますので変更したい項目を選んで下さい。
5. [ENTER]を押して下さい。
（[VALUE]ノブを押し込む事で[ENTER]になります）
選択したそれぞれの設定項目の画面
（エディットモードの
「Page 2」
）
になります。
各設
定項目の説明は次ページにて説明します。
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■オクターブ設定「OCTAVE」
1. 一番左のフィールドは鍵盤のMIDI送信チャンネルです。
変更したい場合は[VALUE]ダイヤルを回して設定し
ます。
2. [ > ]キーを押して右側のフィールドに移動します。
このフィールドで鍵盤のオクターブシフトを設定します。
3. 設定し終えたら[ENTER]を押して
（[VALUE]ダイヤルを押し込んで）
決定です。
キーボードエディットモードの
「Page 1」
の画面に戻ります。

■アフタータッチ設定「AFTER」
1. 一番左のフィールドは鍵盤のMIDI送信チャンネルです。
変更したい場合は[VALUE]ダイヤルを回して設定し
ます。
2. [ > ]キーを押して右側のフィールドに移動します。
このフィールドで鍵盤からのアフタータッチの
「ON」
もしくは
「OFF」
を設定します。
（デフォルトの設定は
「ON」
になっています。
）
3. 設定し終えたら[ENTER]を押して
（[VALUE]ダイヤルを押し込んで）
決定です。
キーボードエディットモードの
「Page 1」
の画面に戻ります。

■ベロシティ設定「VELO」
1. 一番左のフィールドは鍵盤のMIDI送信チャンネルです。
変更したい場合は[VALUE]ダイヤルを回して設定します。
2. [ > ]キーを押して右側のフィールドに移動します。
このフィールドで鍵盤部に関するベロシティの
「ON」
もしくは
「OFF」
を設定します。
「OFF」
にした場
合は全てのノートオン・ベロシティは
「127」
で送信
されます。
（デフォルトの設定は
「ON」
になっています。
）
3. 設定し終えたら[ENTER]を押して
（[VALUE]ダイヤルを押し込んで）
決定です。
キーボードエディットモードの
「Page 1」
の画面に戻ります。
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パッドの編集
MPKのパッドは、
「ノート」
情報、
プレッシャー情報
（= アフタータッチ情報）
に加え、
「プログラム・
チェンジ」
情報も送信することができます。
初期設定では
「ノート」
情報を送信する設定になって
おり、
パッドを叩くとMIDI
「ノート・オン／オフ」
メッセージを外部音源モジュールやDAWに送
信します。
また、
パッドを叩くことで
「プログラム・チェンジ」
情報を送信する設定にすることも可能です。
プ
ログラム・チェンジについての詳細は50ページ
「プログラムチェンジ・モード」
をお読みください。
「ノート・ナンバー」とは？

「プログラム・チェンジ」とは?

ノート・ナンバーとは鍵盤上の位置を数
値で表したものです。例えばピアノの真

外部音源の音色を切替えることをプログラ
ム・チェンジといいます。
プログラム・チェ

ん中のC（ド）の音はノート・ナンバー =
「60」
となります。

ンジ・メッセージを送信することによって
DAWや外部機器の音色を切替えることが
できます。
＊プログラム・チェンジについての詳細は50ページ
「プログラムチェジ・モード」をお読みください。

パッド・イベント・エディットの基本
1. [EDIT]キーを押してエディット・モードに入ります。
2. 次にエディットしたいパッドを押します。
画面はエディットモードの
「Page 1」
になります。
3. [VALUE]ダイアルを回し[NOTE]または[PROG
CHANGE]、
どちらかのイベント・タイプを選択
します。
4. [ENTER]を押して
（[VALUE]ノブを押し込んで）
決定します。
エディットモードのPage 2が表示されます。
Page 1で選択したイベント・タイプに
よってPage 2のパラメータ設定画面は変わります。
5. [<]キーと[>]キーを使い設定したいフィールドに移動します。
各イベント・タイプのパラメータ・フィールドの概要は次のページをご覧ください。
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NOTE
（ノート）
パラメータ
■MIDIポート／チャンネル・フィールド

「MIDI CH」

このフィールドはパッドの情報を送信するためのMIDI
ポート
（AまたはB）
とMIDIチャンネル
（１〜16）
を設定す
るためのフィールドです。
2つあるMIDIポートA、Bと16
のMIDIチャンネルを設定することができます。
また、
この
フィールドでコモン・チャンネル（送信チャンネルをグ
ループ化出来ます・詳しくは45ページ「グローバルモー
ド：MIDI・コモン・チャンネル」
）
を設定することもできます。
1. [<]キーを使いMIDIポート／チャンネル・フィールド選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回してMIDIポートとチャンネルを選択します。
3. [>]キーを使い次のフィールドを選択します。
Note:

USB接続時以外は、
MIDIポートはAのみ選択可能で、
MPKのバック・パネルにあ
るMIDI OUT端子に接続した MIDIケーブル経由で情報は送信されます。

■ノート・フィールド

「NOTE」

このフィールドではパッドを叩いたとき送信されるMIDI
ノート・ナンバーを設定します。
1. [<]キーまたは[>]キーを使ってノート・フィールドを選択
します。
2. [VALUE]ダイアルを回してノート・ナンバーを選択します。
3. [>]キーを使い次のフィールドを選択します。
Note:

一般的にソフトサンプラーやリズムマシンなどのドラム／パーカッション・サ
ウンドはMIDIノートナンバー毎に割り振られているでしょう。このノート・
フィールドでパッドのノート・ナンバーを、
お使いの音源もしくはドラムキッ
トにノートナンバーを合わせて下さい。
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■プレイ・モード・フィールド
ここでは、パッドに割り当てたノート・オン／オフ情報の
送信方法（[MTY]または[TGL] ）を選択します。[MTY]
(モーメンタリー)に設定すると鍵盤のようにパッドを叩く
( 押す) と音が鳴り（ノート・オン）離すと音が消えます。
（ノート・オフ）
。
[TGL](トグル)に設定するとパッドを叩く
と次にパッドを叩くまでノート・オンの状態になります。
1. [<]キーまたは[>]キーでプレイ・モード・フィールドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して[MTY]または[TGL]を選択します。
3. [>]キーで次のフィールドを選択します。

■プレッシャー・フィールド
ここではパッドを叩いたときの強さ
（圧力）
をチャンネル・
プレッシャー・メッセージ(CPR)あるいはポリフォニッ
ク・プレッシャー・メッセイージ(PPR)として送信するか
を選択することができます。
1. [<]キーまたは[>]キーでプレッシャー・フィールドを
選択します。
2. ダイアルを回して
「OFF」
か
「CPR」
、
または
「PPR」
のいずれかを選択します。
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プログラムチェンジ(PROGRAM CHANGE）
・パラメータ
■MIDIポート／チャンネル・フィールド

「MIDI CH」

プログラム・チェンジ・メッセージはMIDIポートAまたはBと
それぞれのMIDIチャンネル1〜16のいずれかを経由して送
信されます。
また、
このフィールドでコモン・チャンネル
（送信チャンネ
ルのグループ化。
詳しくは45ページ
「グローバルモード：MIDI・コモン・チャンネル」
）
を設定することもできます。
1. [<]キーまたは[>]キーでMIDIポート／チャンネル・フィールドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回してMIDIポートとチャンネルを選択します。

■プログラム・チェンジ・フィールド

「PROG」

このフィールドではパッドを叩いたとき、どのプログラ
ム・ナンバーを送信するかを設定することができます。
1. [<]キーまたは[>]キーでプログラム・チェンジ・フィー
ルドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回してプログラム・チェンジ・ナンバーを選択します。

■バンクM「Bank M」
／バンクL「Bank L」
バンクM(Bank M)にはMSB (Most Significant Bit)情
報が表示されます。バンクL（Bank L）にはLSB (Least
Significant Bit)情報が表示されます。
1. [ < ]キーまたは[ > ]キーで、
バンクMもしくはバンク
Lフィールドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して値を設定します。
ヒント: [VALUE]ダイアルを回してバンクM及びバンクLの値を[OFF]に設定することに
よってプログラム・チェンジ・メッセージのみ送信する設定にすることもできます。
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ノブとスライダーの編集
MPKのノブとスライダーはコントロール・チェンジまたはアフタータッチ情報を送信する
ためのコントローラーですが初期設定ではコントロール・チェンジ情報を送信するように設
定されています。

ノブとスライダーのイベント・タイプの編集
1. [EDIT]キーを押しエディット・モードに入ります。
2. 編集したいスライダーまたはノブを動かします。
3. [VALUE]ダイヤルを回して項目を選択します。
｢CTRL CHANGE｣(コントロールチェンジ)または
｢AFTERTOUCH｣（アフタータッチ）
のどちらかの
イベントタイプを選択します。
ノブを回した時には上記2つの他に
「INC/DEC」
（インクリメ
ント／デクリメント）も選択項目に表示されます。
4. [ENTER]キー
（[VALUE]ダイヤル）
を押して、
Page 2を表示させます。
Page 1で選択したイベント・タイプによってPage 2の表示内容は異なります。
「INC/
DEC」
に関する設定は本説明書24ページ
「インクリメント／デクリメント設定」
をご覧
下さい。

コントロールチェンジ
（CNTL CHANGE）
／ アフタータッチ
（AFTER）
・パラメータ
■MIDIポート／チャンネル・フィールド

「MIDI CH」

このフィールドで、ノブまたはスライダーから送信する
MIDIポート
（AまたはB）
とMIDIチャンネル（１〜16）
を設
定します。2つあるMIDIポートA、Bと16のMIDIチャンネ
ルから設定することができます。
また、
このフィールドでコ
モン・チャンネル（詳しくは45ページ「グローバルモード：
MIDI・コモン・チャンネル」
）
を設定することもできます。
1. [<]キーを使いMIDIポート／チャンネル・フィールド選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回してMIDIポートとチャンネルを選択します。
3. [>]キーを使い次のフィールドを選択します。
Note:
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USB接続がされていない場合は、
MIDIポートは
「A」
のみが選択可能で、
本体バッ
ク・パネルにあるMIDI OUT端子からMIDI情報が送信されます。
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■コントロールチェンジ・フィールド

「CTRL」

このフィールドでは、ノブまたはスライダーを操作したと
きに送信されるコントロールチェンジ・ナンバーを設定し
ます。
※Page1でイベントタイプ「AFTER（アフタータッチ）」を選択し
た場合、このフィールドにはアフタータッチを示す「AFT」が表
示されます。

1. [ < ]キーまたは[ > ]キーを押してコントロールチェンジ・フィールドを選択します。
2. コントロール・チェンジ・フィールドで[VALUE]ダイアルを回し、
割り当てたいコ
ントロール・ナンバーを設定します。

Note:

ノブとスライダーでDAWや外部音源モジュールのパラメータを操作可能にするた
めには、
外部機器とノブまたはスライダーのコントロール・ナンバーが一致してい
なければなりません。

■最小値／最大値フィールド
このフィールドはノブやスライダーから出力されるMIDI
コントロールチェンジもしくはアフタータッチの最小値／
最大値を設定するためのフィールドです。
1. [ < ]キーまたは[>]キーで最小値または最大値フィー
ルドを選択します。
2. 任意のフィールドで[VALUE]ダイアルを回し値を設定します。
設定をし終えたら[ENTER]ノブ([VALUE])を押して設定完了です。
画面は設定
モードにおける
「Page 1」
に戻ります。
ヒント： 初期設定では、
ノブやスライダーが送信可能な値の範囲は0〜127に設定されてい
ます。
この設定範囲を実用域に従って狭く
（例えば
「015 - 115」
などというふうに）
することで、
より正確な操作を行うことができす。

最大値フィールドの値を最小値フィールドの値より低く入力する
（例えば
「127 000」
というふうにする）
ことによってスライダーやノブのふるまいを反転させる
ことができます。
例えばスライダーのふるまいをオルガンのドローバーと同じ様
にしたい場合にこの設定が有効です。
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インクリメント／デクリメント設定
（INC/DEC）
MPKのアサイナブル・ノブはNRPN（Non-Registered Parameter Number）
による
インクリメント及びデクリメント・パラメーターを送信する事が可能です。
ただし受信す
る機器やソフトウェア側がNRPNによるパラメーターコントロール可能なことが条件と
なります。
詳しくはお使いの機器やソフトウェアの説明書をご覧下さい。
また、
NRPNに
ついての詳しい知識や情報などはMIDI関連の専門書などをご参考下さい。

■MIDIポート／チャンネル・フィールド

「MIDI CH」

このフィールドで、ノブまたはスライダーから送信する
MIDIポート
（AまたはB）
とMIDIチャンネル
（１〜16）
を設定
します。
2つあるMIDIポートA、
Bと16のMIDIチャンネルか
ら設定することができます。
また、
このフィールドでコモン・
チャンネル
（詳しくは45ページ
「グローバルモード：MIDI・
コモン・チャンネル」
）
を設定することもできます。
1. [<]キーを使いMIDIポート／チャンネル・フィールド選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回してMIDIポートとチャンネルを選択します。
3. [>]キーを使い次のフィールドを選択します。
Note:

USB接続がされていない場合は、
MIDIポートは
「A」
のみが選択可能で、
本体バッ
ク・パネルにあるMIDI OUT端子からMIDI情報が送信されます。

■MSB／LSBフィールド
アサイナブル・ノブに割り当てるMSB(MIDI CC#99)及
びLSB(MIDI CC#98)を設定するフィールドです。
1. [ < ]キーまたは[>]キーを押してMSBまたはLSB
フィールドを選択します。
2. 任意のフィールドで[VALUE]ダイアルを回し値を設定します。
設定をし終えたら[ENTER]ノブ([VALUE]ダイヤル)を押して設定完了です。
画面
はノブ／スライダー設定モードの
「Page 1」
に戻ります。

Note: 「INC/DEC」
設定をされたアサイナブル・ノブには、
ノブを時計回りに回すとパラ
メーターの
「+」
（データ・インクリメント = CC#96）
に、
反時計回りだと
「-」
（デー
タ・デクリメント = CC#97）
を送信します。
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アサイナブル・ボタンの編集
MPKのアサイナブル・ボタンはコントロール・チェンジまたはプログラムチェンジ情報を送
信することが可能です。

アサイナブル・ボタンに設定する
1. [EDIT]キーを押しエディット・モードに入ります。
2. 編集したいアサイナブル・ボタンを押します。
3. [VALUE]ダイアルを回して項目を選択します。
｢CNTL CHANGE｣(コントロール・チェンジ)また
は｢PROG CHANGE｣
（プログラム・チェンジ）
の
どちらかのイベントタイプを選択します。
4. [ENTER]を押すとエディットモードのPage2が表示されます。
Page 1で選択したイベント・タイプによってPage 2の表示内容は異なります。
Page
2内のフィールドを移動するには[ < ]キーと[ > ]キーを使います。

コントロールチェンジ
（CNTL CHANGE）
パラメータ
Page1でコントロールチェンジ
（CNTL CHANGE）
のイベントタイプを選択した場合です。

■MIDIポート／チャンネル・フィールド

「MIDI CH」

このフィールドはアサイナブル・ボタンから送信するため
のMIDIポート
（AまたはB）
とMIDIチャンネル
（１〜16）
を
設定するためのフィールドです。
2つあるMIDIポートA、B
と16のMIDIチャンネルから設定することができます。ま
た、
このフィールドでコモン・チャンネル
（詳しくは45ペー
ジ
「グローバルモード：MIDI・コモン・チャンネル」
）
を設定す
ることもできます。
1. [<]キーを使いMIDIポート／チャンネル・フィールド選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回してMIDIポートとチャンネルを選択します。
3. [>]キーを使い次のフィールドを選択します。
Note:

USB接続がされていない場合は、
MIDIポートは
「A」
のみが選択可能で、
本体バッ
ク・パネルにあるMIDI OUT端子からMIDI情報が送信されます。

25

■コントロールチェンジ・フィールド

「CTRL」

このフィールドでは、
アサイナブル・スイッチを操作した
ときに送信されるコントロールチェンジ・ナンバーを設定
します。
1. [ < ]キーまたは[ > ]キーを押してコントロールチェン
ジ・フィールドを選択します。
2. コントロール・チェンジ・フィールドで[VALUE]ダイアルを回し、
割り当てたいコ
ントロール・ナンバーを設定します。
3. [>]キーを使い次のフィールドを選択します。

Note:

アサイナブル・スイッチでDAWや外部音源モジュールのパラメータを操作可能に
するためには、
外部機器とノブまたはスライダーのコントロール・ナンバーが一致
していなければなりません。

■プレイ・モード・フィールド
ここでは、
アサイナブル・スイッチに割り当てたMIDIコン
トロールチェンジ情報の送信方法
（[MOM]または[TGL] ）
を選択します。
「MOM」
(モーメンタリー)に設定するとスイッチを押すと
パラメータが「127」
を送信し、離すと「0」を送信します。
「T G L 」( トグル) に設定すると一度スイッチを押すと
「127」
が送信され、次にもう一度押されたら
「0」を送信します。
1. [<]キーまたは[>]キーでプレイ・モード・フィールドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して[MOM]または[TGL]を選択します。
3. [ENTER]を押して
（[VALUE]ノブを押して）
設定終了です。
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プログラムチェンジ (PROG CHANGE）パラメータ
Page1でプログラムチェンジ
（PROG CHANGE）
のイベントタイプを選択する場合です。

■MIDIポート／チャンネル・フィールド

「MIDI CH」

プログラム・チェンジ・メッセージはMIDIポートAまたはB
とそれぞれのMIDIチャンネル1〜16のいずれかを経由し
て送信されます。
また、
このフィールドでコモン・チャンネル
（送信チャンネル
のグループ化。詳しくは4 5 ページ「グローバルモード：
MIDI・コモン・チャンネル」
）
を設定することもできます。
1. [<]キーまたは[>]キーでMIDIポート／チャンネル・フィールドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回してMIDIポートとチャンネルを選択します。

■プログラム・チェンジ・フィールド

「PROG」

このフィールドではパッドを叩いたとき、どのプログラ
ム・ナンバーを送信するかを設定することができます。
1. [<]キーまたは[>]キーでプログラム・チェンジ・フィー
ルドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回してプログラム・チェンジ・ナ
ンバーを選択します。

■バンクM「Bank M」
／バンクL「Bank L」
バンクM(Bank M)にはMSB (Most Significant Bit)
情報が表示されます。
バンクL
（Bank L）
にはLSB (Least
Significant Bit)情報が表示されます。
1. [ < ]キーまたは[ > ]キーで、
バンクMもしくはバン
クLフィールドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して値を設定します。
ヒント: [VALUE]ダイアルを回してバンクM及びバンクLの値を「000」に設定することに
よってプログラム・チェンジ・メッセージのみ送信する設定にすることもできます。
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アルペジエイターの設定
MPKにはアルペジエイター機能が搭載されています。
この機能は押さえた鍵盤のノートを
分散和音
（アルペジエイト）
にして自動で演奏するものです。
アルペジエイターの演奏テンポ
はMPKの内部クロックの他に、
外部のDAWと同期させて演奏することも可能です。
以下がアルペジエイターに関する設定項目です。
アルペジオ・タイプ

TYP

押さえているノートや和音の分散のしかた、
音の動き方を決め
ます。

レンジ
（範囲）

RNG

ボタン・モード

分散和音が動く範囲を
「オクターブ」
単位で決定します。
[ARP ON/OFF]キーによるアルペジエイト機能のオン／オフ
の振るまいを決定します。
「TGL」
か
「MOM」
で決定します。

ゲート
（音の長さ） GT

発音するノートの長さを決定します。

スウィング

このパラメーターでアルペジエイターの演奏をハネさせる
（ス

SW

ウィングさせる）
ノリにさせる事が出来ます。

各パラメータを設定した際の、
実際の発音の仕方を、下図で解説しましょう。
MPKの鍵盤のド・ミ・ソを押さえた状態で、
アルペジエイター機能
がオンになっている状態です。
左の図はパターン・モードで
「EXCL」
が選ばれている状態です。
「GT
（ゲート）
」
のパラメータを
「100」
に設定した状態です。
上の状
態よりも発音が長くなりレガート気味な発音になります。
「GT
（ゲート）
」
のパラメータを
「20」
に設定した状態です。
今度は上
の状態よりも発音が短くなりスタッカート気味な発音になります。
「SW
（スイング）
」
のパラメータを上げていくと
「裏拍」
が後ろにずれ
始め、
シーケンスのグルーブがシャッフル気味になります。
左の図
はSW
（スイング）
のパラメータを上げた状態のものです。
「RNG
（レンジ）
」
パラメータを
「+1」
に設定した状態です。
これによりアルペジエイターの発音する範囲が1オク
ターブ上のスケールまで拡張されて発音します。
各パラメータは実際に聴きながらいろいろ試してみるこ
とで、
より理解できると思います。
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アルペジエイター設定の基本操作
1. [EDIT]ボタンを押します。
2. [ARP ON/OFF]ボタンを押すと右の様な画面になります。
この画面がアルペジエイターのエディットモードにおける
「Page 1」
になります。
3. [VALUE]ノブを回すと、
アルペジエイターの設定に関する
項目が切替ります。
・
「TYP、
RNG、
TGL」

（アルペジオ・タイプ、
レンジ、
ボタンモード）

・
「GT、
SW」

（ゲート設定、
スイング設定）

4. [ENTER]
（[VALUE]ノブ）
を押してアルペジエイター設定モードの2ページ目を表示さ
せます。
Page 1で選択したイベント・タイプによってPage 2の表示内容は異なります。
Page
2内のフィールドを移動するには[ < ]キーと[ > ]キーを使います。
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アルペジオ設定 1
（アルペジオ・タイプ、
レンジ、
ボタンモード）
「TYP, RNG, TGL/MTY」
「Page1」
で「TYP, RNG, TGL(/MTY)」
の項目を選択した場合、
Page 2で以下の項目を設
定する画面になります。

■アルペジオ・タイプ

「ARP TYPE」

このフィールドでアルペジオのタイプを決めます。
「UP」
「
、DOWN」
「
、INCL」
「
、EXCL」
、
「RAND」
「
、CHRD」
の中から選択可能です。

UP

ノートの一番下から一番上のノートへ向けて発音します。
（上昇のみ）

DOWN

ノートの一番上から一番下のノートへ向けて発音します。
（下降のみ）

INCL

ノートの一番下から一番上へ向けて発音した後、
再度一番
上のノートから折り返し一番下まで発音を繰り返します。
（上昇折り返し+最上下音の再発音有り）

EXCL

ノートの一番下から一番上へ向けて発音した後、
そのま
ま折り返しを繰り返します。
（上昇折り返し+最上下音の再発音無し）

RAND

押さえているノートをランダムな順番で発音します。

CHRD

押さえているノートをコードとして発音します。

1. [VALUE]ダイアルを回してアルペジオのタイプを選
択します。
2. [VALUE]ダイアルを回してMIDIポートとチャンネル
を選択します。
3. [ > ]キーを押してレンジ設定フィールドに移動しましょう。
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■レンジ
（範囲）
・フィールド
このフィールドではアルペジエイターの有効範囲をオクターブ単位で設定できます。
1. [<]キーまたは[>]キーでレンジ・フィールドを選択
します。
2. [VALUE]ダイアルを回して数値を設定します。
3. [>]キーを押してボタンモード・フィールドに移動
しましょう。

■ボタンモード・フィールド
[ARP ON/OFF]スイッチのふるまい方
（アルペジエイター機能のオン／オフの仕方）
をこのフィールドで設定します。
1. [ < ]キーまたは[ > ]キーで、
ボタンモード・フィールド
を選択します。
2. [VALUE]ノブを回して「TGL」
「
、MOM」を設定します。
トグル

TGL

このタイプはラッチタイプ
という呼ばれ方もします。
「TGL」に設定するとスイッ
チを押すとオンの状態のままになります。もう一度押
すことでオフになります。

モーメンタリー

MOM

このタイプはアンラッチ・タイプという呼ばれ方もしま
す。
「MOM」
に設定するとスイッチを押している時のみア
ルペジエイター機能はオンになり離すとオフになります。

3. 設定が終了したら[ENTER]を押して決定しましょう。
画面はアルペジエイター設定モードの
「Page 1」
になります。
アルペジエイターに関する他の項目
（ゲート設定
「GT」
、
スイング設定
「SW」
）
を調
整したいときは29ページ
「アルペジエイター設定の基本操作」
に従って選択して
下さい。
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アルペジオ設定 2
（ゲート設定、
スイング設定）
「GT, SW」
「Page1」
で
「GT, SW」
の項目を選択した場合、
Page 2では以下の項目を設定する画面にな
ります。

■ゲート設定・フィールド

「GT」

このフィールドではアルペジエイターによって発音されるノート
（音）の長さを設定
することができます。
1. [<]キーまたは[>]キーでゲート・フィールドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して数値を設定します。
3. [>]キーを押してスウィング・フィールドに移動しましょう。

■スウィング・フィールド

「SW」

このフィールドの設定でアルペジエイターによる演奏のグルーブをスウィング
（ハネ
るリズムに）させることができます。
1. [ < ]キーまたは[ > ]キーで、
スウィング・フィールド
を選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して数値を設定します。
3. 設定が終了したら[ENTER]を押して決定しましょう。
画面はアルペジエイター設定モードの
「Page 1」
になります。
アルペジエイターに関する他の項目
（アルペジオタイプ、
レンジ、
ボタンモード）
を調整したいときは29ページ
「アルペジエイター設定の基本操作」
に従って選択
して下さい。

32

AKAI professional MPK series 取扱説明書

EDIT モード：ノートリピート機能の設定

ノートリピート機能の設定
MPKにはAKAI professional MPCシリーズでおなじみのノートリピート
（NOTE REPEAT）
機能を搭載しています。
この機能をオンにすることで、
押さえているパッドのサウンドを連続
して発音させることができます。
（MPKにおいてのこの機能は、
押さえているパッドが出す
MIDIノートメッセージを連続して送信するという事になります。
）
この機能を使ってリアルタイム演奏では少々困難なスネアのロールや16ビートのハイハッ
トなどを簡単に行うことができます。
リピートして発音されるタイミングの細かさは、
タイム・ディビジョン
（TIME DIVISION）
キー
で選択することが出来ます。
また、
ノートリピート機能の演奏テンポはアルペジエイター機能のテンポ同様、
MPKの内部ク
ロックの他に、
外部のDAWやシーケンサーなどに同期させて演奏することも可能です。
以下がノートリピートに関する設定項目です。
ボタン・モード

[NOTE REPEAT]キーによるノートリピート機能のオン／オ
フの振るまいを、
「TGL」
あるいは
「MTY」
で選択します。

ゲート
（音の長さ） GT

繰り返し発音される際の、
ノート1つ分の長さを決定します。

スウィング

このパラメーターでノートリピート機能によるグルーブを、
ハネ

SW

気味にさせる
（スイングさせる）
ことが出来ます。
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各パラメータを設定した際の、
実際の発音の仕方を、下図で解説しましょう。
TechnoやHouseなどでもよく見受けられ
る4分音符ごとにキックが繰り返されるパ
ターンです。
MPKのノートリピート機能においては[TIME DIVISION]
（タイム・ディビ
ジョン）
ボタンをONにし、
[1/4]
（4分音符）
ボタンを押して選択された状態です。
左の図
（上）
は
「GT
（ゲート）
」
のパラメータを
小さく設定した状態です。
「GT」
の値を小さ
くすることで発音が短くなりスタッカート
気味な発音になります。
逆に
「GT
（ゲート）
」
のパラメータを大きく設定すると、
左の図
（下）
の様に発音時間が長くなります。

※ 当然ながらMPKにより発音させられる
「音源側の設定」
によっては、
この通りの発音で
はありません。
この説明では音源側のリリースタイムが短くセット、
もしくは、
音源がノー
トオンしている分だけ発音される状態であると仮定して説明しています。）

SW
（スウィング）
のパラメータを上げてい
くと
「裏拍」
が後ろにずれ始め、
一番最初のグ
ルーブと比べ、
シャッフル気味になります。
SW
（スウィング）
のパラメータは
「50」
の状
態で最初の例の様なスクエアなグルーブ感になります。
50よりも値を小さくすること
でまた別のグルーブ感が出ます。
各パラメータは実際に聴きながらいろいろ試してみる
ことで、
より理解できることと思います。

ノートリピート機能設定の基本操作
1. [EDIT]ボタンを押します。
2. [NOTE REPEAT]ボタンを押すと右の様な画面になります。
この画面がエディットモードにおけるノートリピート機
能設定の
「Page 1」
となります。
3. [VALUE]ノブを回すと、
アルペジエイターの設定に関す
る項目が切替ります。
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・
「TOGGL-MOTRY」

（ボタンモード）

・
「GT、
SW」

（ゲート設定、
スウィング設定）
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4. 項目を決めたら[ENTER]（[VALUE]ノブ）
を押してノートリピート設定モードの
Page 2を表示させます。
Page 1で選択したイベント・タイプによってPage 2の表示内容は異なります。
Page
2内のフィールドを移動するには[ < ]キーと[ > ]キーを使います。
[NOTE REPEAT]スイッチのふるまい方
（ノートリピート機能のオン／オフの仕方）
をこのフィールドで設定します。

ノートリピート設定 1
（ボタンモード）
「TOGGL-MOTLY」
「Page1」
で
「TOGGL-MOTLY」
の項目を選択した場合、
Page 2ではボタンモードの設
定画面になります。
1. [ < ]キーまたは[ > ]キーで、
ボタンモード・フィール
ドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して「TGL」
「
、MTY」
を設定します。
トグル

TOGGLE

「TOGGLE」に設定する
と、
スイッチを押すとオンの状態のままになります。
も
う一度押すことでオフになります。

モーメンタリー

MOMENTRY 「MOMENTRY」
に設定するとスイッチを押している時の
みノートリピート機能はオンになり、
スイッチを離すとオ
フになります。

3. 設定が終了したら[ENTER]を押して決定しましょう。
画面はノートリピート設定モードの
「Page 1」
に戻ります。
ノートリピート機能に関する他の項目
（ゲート設定
「GT」
、
スウィング設定
「SW」
）
を調整したいときは34ページ
「ノートリピート機能設定の基本操作」
に従って上
記の項目を選択して下さい。
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ノートリピート設定 2
（ゲート、
スイング設定）
「GT, SW」
「Page1」
で
「GT, SW」
の項目を選択した場合、
Page 2では以下の項目を設定する画面にな
ります。

■ゲート設定・フィールド

「GT」

このフィールドではノートリピート機能によって発音さ
れるノート（音）の長さを設定することができます。
1. [<]キーまたは[>]キーでゲート・フィールドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して数値を設定します。
3. [>]キーを押してスウィング・フィールドに移動しましょう。

■スウィング・フィールド

「SW」

このフィールドの設定でノートリピート機能による演奏
のグルーブをスウィング（ハネるリズムに）させることが
できます。
1. [ < ]キーまたは[ > ]キーで、
スウィング・フィールド
を選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して数値を設定します。
3. 設定が終了したら[ENTER]を押して決定しましょう。
画面はノートリピート設定モードの
「Page 1」
になります。
ノートリピート機能に関するボタンモードの設定を変更したいときは35ページ
「ノートリピート設定1
（ボタンモード）
」
を参考にし、
設定して下さい。
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タイムディビジョンの設定
タイムディビジョンはアルペジエイター機能
（28ページ）やノートリピート機能（33ペー
ジ）
と密接に関連しています。
アルペジエイターやノートリピートは、
オンになっている時に
このタイムディビジョンで選択されたレイト
（音符の単位）に基づいて発音されます。
プリセットモードにおいて演奏中にタイムディビジョンを変更したい場合などは、[TIME
DIVISION]ボタンを押し、
次に希望のレイトボタン
（アサイナブルボタンと同じものです）
を
押して選択します。
タイムディビジョンで選択されたレイトによる実際の発音の仕方は、
下の図例で見ていただ
くと理解しやすいでしょう。
タイムディビジョンのレイト設定を
「1/8」
にした
状態です。
タイムディビジョンのレイト設定を
「1/8T」
にし
た状態です。
タイムディビジョンのレイト設定を
「1/16」
にし
た状態です。
タイムディビジョンのレイト設定を
「1/16T」
にし
た状態です。
タイムディビジョンのレイト設定を
「1/32」
にし
た状態です。
タイムディビジョンのレイト設定を
「1/32T」
にし
た状態です。
タイムディビジョンに関する設定項目は以下２の項目です。
デフォルト値
ボタン・モード

タイムディビジョンのレイトのデフォルト値を設定します。
[TIME DIVISION]ボタンによるレイト
（音符の単位）
選択のオ
ン／オフの振るまいを
「TGL」
もしくは
「MOM」
で決定します。

実際の設定方法を次のページで説明いたします。
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タイムディビジョン設定の基本操作
1. [EDIT]ボタンを押します。
2. 次に[TIME DIVISION]ボタンを押します。
右の様な画面になります。
この画面がタイムディビジョンの設
定モードにおける
「Page 1」
になります。
3. [ENTER]
（[VALUE]ノブ）
を押します。
タイムディビジョン設定モードの2ページ目が表示され、
以下の2項目の設定が可能に
なります。
Page 2内のフィールドを移動するには[ < ]キーと[ > ]キーを使います。

■レイトのデフォルト値
レイト
（音符の単位）
のデフォルトを設定します。
プリセットを選択して読み込まれる
と、常にここで設定したタイムディビジョン・レイトがセットされます。
1. [<]キーまたは[>]キーでレイトのフィールドを選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して設定します。
3. 次は[>]キーを押してボタン・モード設定のフィールドに
移動しましょう。

■ボタンモード設定フィールド
[TIME DIVISION]スイッチのふるまい
（タイムディビジョン
選択のオン／オフの仕方）
をこのフィールドで設定します。
1. [ < ]キーまたは[ > ]キーで、
ボタンモード・フィールド
を選択します。
2. [VALUE]ダイアルを回して「TGL」
「
、MOM」を設定します。
トグル

TGL

スイッチを押すとオンの状態のままになります。もう
一度押すことでオフになります。

モーメンタリー

MOM

スイッチを押している時のみタイムディビジョン選択が
オンになり、スイッチを離すとオフになります。

3. 設定が終了したら[ENTER]を押して決定しましょう。
画面はタイムディビジョン設定モードの
「Page 1」
に戻ります。
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EDITモード：ピッチベンドホイールの設定

ピッチベンド・ホイールの設定
MIDIピッチベンド・ホイールが出すMIDIピッチベンド情報の送信チャンネルを設定します。
1. [EDIT]ボタンを押します。
2. 次にピッチベンド・ホイールを回します。
右の様な画面になります。
この画面がピッチベンドホイー
ルの設定モードにおける
「Page 1」
になります。
3. 次に[ENTER]
（[VALUE]ノブ）
を押します。
ピッチベンドホイール設定モードの2ページ目が表示さ
れ、
送信MIDIチャンネルの設定が可能になります。
4. [VALUE]ダイアルを回して設定します。
A01〜16、
b01〜16、
CC
（コモン・チャンネル）
から選択
可能です。
コモン・チャンネルについての説明は45ページ
を参照下さい。
5. 設定が終了したら[ENTER]を押して決定しましょう。
画面はピッチベンドホイールの設定モードの
「Page 1」
に戻ります。
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モジュレーション・ホイールの設定
MPKのモジュレーション・ホイールは、
初期設定ではコントロール・チェンジ「1」
を送信す
るよう設定されていますが、
その他のMIDIコントロールチェンジ情報の割り当ても可能で
す。

モジュレーション・ホイールの設定
1. [EDIT]キーを押します。
2. 次にモジュレーション・ホイールを回します。
右の様な画面になり、
この画面がモジュレーション・ホイー
ル設定モードにおける
「Page 1」
になります。
3. [ENTER]キーを押すとPage 2が表示されます。
「Page 2」
の設定項目については以下で解説します。

コントロールチェンジ
（CNTL CHANGE）
／ アフタータッチ
（AFTER）
・パラメータ
■MIDIポート／チャンネル・フィールド

「MIDI CH」

このフィールドでモジュレーション・ホイールが送信すMIDIポート（AまたはB）と
MIDIチャンネル
（１〜16）
を設定します。
2つあるMIDIポートA、
Bと16のMIDIチャ
ンネルから設定することができます。
また、
このフィールドでコモン・チャンネル
（詳
しくは45ページ
「グローバルモード：MIDI・コモン・チャンネル」
）
を設定することもで
きます。
1. [<]キーを使いMIDIポート／チャンネル・フィールド選
択します。
2. [VALUE]ダイアルを回してMIDIポートとチャンネル
を選択します。
3. [>]キーを使い次のフィールドを選択します。
Note:
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USB接続がされていない場合は、
MIDIポートは
「A」
のみが選択可能で、
本体バッ
ク・パネルにあるMIDI OUT端子からMIDI情報が送信されます。
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■コントロールチェンジ・フィールド

「CTRL」

このフィールドでは、
モジュレーション・ホイールを操作したときに送信されるコン
トロールチェンジ・ナンバーを設定します。
1. [ < ]キーまたは[ > ]キーを押してコントロールチェン
ジ・フィールドを選択します。
2. コントロール・チェンジ・フィールドで[VALUE]ダイ
アルを回し、
割り当てたいコントロール・ナンバーを
設定します。
Note:

モジュレーション・ホイールでDAWや外部音源モジュールのパラメータを操作可
能にするためには、
外部機器とモジュレーション・ホイールのコントロール・ナン
バーが一致していなければなりません。

■最小値／最大値フィールド
このフィールドはモジュレーション・ホイールから出力さ
れるMIDIコントロールチェンジの最小値／最大値を設定
するためのフィールドです。
1. [ < ]キーまたは[>]キーで最小値または最大値フィー
ルドを選択します。
2. 任意のフィールドで[VALUE]ダイアルを回し数値を設定します。
設定し終えたら[ENTER]ノブ([VALUE]ダイヤル)を押して設定完了です。
画面は
モジュレーション・ホイール設定モードにおける
「Page 1」
に戻ります。
ヒント： モジュレーション・ホイールが送信可能な値の初期設定範囲は0〜127に設定され
ています。
この設定範囲を実用域に絞って、
狭く
（例えば
「015 - 115」
などというふ
うに）
することで、
より正確な操作を行うことができす。

最大値フィールドの値を最小値フィールドの値より低く入力する
（例えば
「127 000」
というふうにする）
ことによってモジュレーション・ホイールのふるまいを
反転させることができます。
例えばオルガンのドローバーと同じふるまいにした
い場合にこの様な設定を行います。
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トランスポート・コントローラーの設定
MPKのトランスポート・コントローラーは、
制御したいアプリケーションや外部接続機器の
受信条件に合わせて様々な送信方法から選択可能です。
MMC(MIDI Machine Control)メッ
セージ受信のみによる動作の外部機器やDAWの他に、
MIDIコントロールチェンジ/MIDIシ
ステム・エクスクルーシブ・メッセージ受信による制御のみのDAWアプリケーションソフト
などに対しても可能です。
MPKのトランスポート・コントローラーが選択可能な送信方法は
「MMC」
「MMC/MIDI」、
、
「MIDI」
「CTRL」の4つです。
、

トランスポート・コントローラーの設定
1. [EDIT]キーを押します。
2. トランスポート・コントローラー（[PLAY], [REC], [STOP], [
<< ], [ >> ]のいずれかのキー）を押します。
右の様な画面になり、この画面がトランスポート・コント
ロール設定モードにおける
「Page 1」
になります。
3. [ENTER]キー
（[VALUE]ノブ）
を押すと2ページ目が表示さ
れます。
「Setting」
と表示された画面
（右図下）
になります。
4. [VALUE]ノブを回して送信方法を選択します。
「MMC」
「
、MMC/MIDI」
「
、MIDI」
「
、CTRL」
から選択します。
また、
この画面で[ < ]ボタンを押すことでキャンセルになり
「Page 1」
に戻ります。
5. [ENTER]キーを押すと決定です。
「Page 1」
の画面に戻ります。
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タップテンポの設定
タップテンポ設定はプリセット毎に記憶することが可能で、
プリセットが読み込まれると、
そのプリセットに設定されたタップテンポ設定が自動的に読み込まれます。

タップ・テンポの設定
1. [EDIT]キーを押します。
2. 次に[TAP TEMPO]キーを押します。
右の様な画面になり、
この画面がタップ・テンポ設定モード
における
「Page 1」
になります。
3. [ENTER]キー
（[VALUE]ノブ）
を押すと2ページ目
（Page
2）
が表示されます。
「Setting」
と表示された画面
（右図下）
になります。
4. [VALUE]ノブを回してテンポの数値を選択します。
ヒント：この画面において通常のタップテンポ機能同
様、
[TAP TEMPO]キーを希望のテンポに合わせてリズミ
カルに叩くことでもセット出来ます。

5. [ENTER]キーを押すと決定です。
「Page 1」
の画面に戻ります。
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GLOBAL
（グローバル）
モード
[GLOBAL]ボタンを押すことでGLOBAL
（グローバル）
モードに入ります。
ここではグローバ
ル・メッセージの送信とMPKの全般的な部分に関する設定の変更を行うことができます。
モード内のページ構成については以下のようになります。
[<]キーと[>]キーでページを切り替
えて設定を行います。
Page 1

「KillMIDI」- オールノートオフ＆リセットオールコントローラー
Send an [All Notes Off]または[Reset Controllers]コマンドを送信します。

Page 2

「CommonCH」- MIDI・コモン・チャンネル
任意のMIDIｍチャンネルにMIDI Common Channelを割り振ることができます。

Page 3

「LCD CONT」- LCDコントラスト
LCDディスプレイの明るさを調整します。

Page 4

「PadSens」- パッド・センシティビティ
パッドの感度を調整します。

Page 5

「PadCurve」- パッド・ベロシティカーブ
パッドを叩いたときのMIDIベロシティ・カーブを調整します。

Page 6

「PdThresh」- パッド・スレッショルド
パッドが反応し始める
「叩く強さ」
の最小値を設定します。

Page 7

「Transpos」- トランスポーズ
鍵盤を半音単位でトランスポーズします。

Page 8

「MIDI CLK」- MIDIクロック
MPKが使用するMIDIクロック･ソースを外部(External)もしくは内部(Internal)で選択します。

Page 9

「Tap AVG」- タップテンポ・アベレージ
[TAP TEMPO]キーでテンポを決定する際の
「打数」
を決定します。

Page 10 「Globals」- グローバル設定のセーブ
現在の設定を保存します。
Page 11 「SysEx Tx」- プリセット・データの送信
プリセット・データをMIDIシステムエクスクルーシブで外部機器に転送します。
Page 12 「Ver x.xx」- ファームウェアのバージョン
オペレーション･システムをファームウェアのバージョンを確認します。
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Page 1 オールノートオフ＆リセットオールコントロール 「KillMIDI」
GLOBALモードのPage1 KillMIDI では各MIDIチャンネルの
｢ A L L N O T E O F F ｣ メッセージまたは｢ R E S E T A L L
CONTROLLERS｣コマンドを送信します。
｢ALL NOTES OFF｣はすべてのノートをオフにする特別な
メッセージです。
発音エラーにより鳴り続けてしまうノートを
強制的に停止させる時などに使います。
｢RESET ALL CONTROLLERS｣はピッチ・ベンド、モジュ
レーション、
アフタータッチなどのすべての値を初期設定に戻
す時に使用します。
1. [GLOBAL]キーを押すと、
最初に[KILL MIDI]ページが表示されます。
2. [ V A L U E ] ダイアルを回して [ A L L N O T E S O F F ] または[ R E S E T A L L
CONTROLLERS]を選択します。
3. [ENTER]を押します。

Page2 MIDI・コモン・チャンネル 「CommonCH」
MIDI COMMON CHANNEL
（コモン･チャンネル）
ページでは
任意のMIDIチャンネルに[MIDI Common Channel]を割り振
ることができます。
1. グローバル･モードで[>]キーを押して[CommonCH]を表
示させます。
2. [VALUE]ダイアルを回してチャンネルを選択します。
3. [ENTER]キーを押します。
MIDIコモン・チャンネル(エディットモード内 MIDIチャンネルフィールド表示：CC)について
MIDIコモン・チャンネルは鍵盤やパッド、
ノブ、
スライダーなどの情報をどのMIDIチャンネルか
ら送信するかをグループ化するためのものです。
ここで設定したグループは、
例えばMIDIチャン
ネル２に設定したグループをグループごとMIDIチャンネル7に切替えることができます。
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Page3 LCDコントラスト 「LCD CONT」
ここではコントラストページではLCD(液晶ディスプレイ)の
明るさを最適な明るさに設定することができます。
1. グローバル･モードで[>]キーを使い
「LCD CONT」
を表示
させます。
2. [VALUE]ダイアルを回して
「0〜100」
の間で明るさを設
定します。
3. 設定し終えたら[ENTER]キーを押して決定です。

Page4 パッド・センシティビティ 「PadSens」
ここではパッドの感度を調整をすることができます。
必要以上
に強く叩かないとベロシティが最大値に達しなかったり 弱く
叩いてもベロシティの値が高すぎたりするときは、
このページ
で調節してください。
1. グローバル･モードで[ > ]キーを使い[PadSens]を表示さ
せます。
2. [VALUE]ダイアルを回してパッド･センシティビティ値を設定します。
3. [ENTER]キーを押してください。

Page5 パッド・ベロシティ・カーブ 「PadCurve」
ここではパッドを叩いたときに出力されるMIDIベロシティが
描く曲線
（カーブ）
です。MPKには4種類のベロシティ･カーブ
が用意されており好みによってパッドを叩いたときに出力され
るベロシティ･カーブを切替えることができます。
1. グローバル･モードで[>]キーを使い[PadCurve]を表
示させます。
2. [VALUE]ダイアルを回し好みのカーブを [A,B,C,D]
の中から1つ選択します。
3. [ENTER]キーを押します。
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Page6 パッド・スレッショルド 「PdThresh」
パッドが反応する
「叩く強さの最小値」
を設定します。
例えばプ
レイ中の意図しない
「ゴーストノート」
が鳴ってしまう場合など
はこの値を大きく設定してみましょう。
逆にパッドの反応を効
きやすくしたい場合はこの数値を低い設定にしましょう。
1. [>]キーを使い[PdThresh]を表示させます。
2. [VALUE]ダイアルを回しパッド･スレッショルド値を設定します。
3. [ENTER]キーで決定です。

Page7 キーボード・トランスポーズ

「Transpos」

ここではMPKの鍵盤を半音単位で移調することが可能です。
1. [>]キーを使い
「Transpos」
を表示させます。
2. [VALUE]ダイアルを回しトランスポーズの値を設定します。
3. [ENTER]キーで決定です。

Page8 MIDIクロック 「MIDI CLK」
MPKのアルペジエイター機能やノートリピート機能を、
他のデ
バイスと同期させて使用する際に必要な設定をこのページでし
ます。この設定でMPKをMIDIクロックの「マスター」及び「ス
レーブに設定し、
アルペジエイター／ノートリピート機能のテ
ンポを追従したりさせたりすることが可能です。
1. [>]キーを使い
「MIDI CLK」
を表示させます。
2. [VALUE]ダイアルを回して
「INTERNAL」
か
「EXTERNAL」
を選び、
[ENTER]で決定です。
INTERNAL MPKの内部クロックを使用します。
他の同期デバイスをMPKのクロックに同

期させる際に使用します。
EXTERNAL MPKをMIDIクロックのスレーブにします。
他の同期デバイスやDAWにMPK

のアルペジエイターやノートリピート機能のテンポを同期させる際に使用し
ます。
注意：
「EXTERNAL」
を選択して外部機器のMIDIクロックに同期した場合、
[TAPE TEMPO]スイッチは無効になります。
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Page9 タップ・テンポ・アベレージ 「Tap AVG」
[TAP TEMPO]ボタンを使ってテンポを決定する際に必要
な「タップ数
（ボタンを叩く回数）」
をこのページでします。
1. Globalモードに入り、
[>]キーを使 って
「Tap AVG」
を
表示させます。
2. [VALUE]ダイアルを回して
「タップ数
（ボタンを叩く回
数）
」
をセットします。
3. [ENTER]を押します。

Page10 グローバル設定のセーブ

「Global」

このページではMPKのグローバル･パラメータの設定を保存す
ることができます。
ここでセーブににより、
次に電源を入れた時
には保存した内容をそのままの状態で立ち上げることができま
す。
1. ローバル･モードで[>]キーを使い[Globals]を表示させます。
同時に[SAVE SETUP]が右図のように表示されます。
2. [ENTER]キーを押します。

Page11 プリセット・データの送信 「SysEx Tx」
このページではMPKのプリセット・データ
（コントロールナン
バーやMIDIチャンネルの設定情報など）
をMIDI・システム・エク
スクルーシブ・メッセージを使って外部の接続機器に送信しま
す。
1. グローバル･モードで[>]キーを使い[SysEx]を表示させます。
2. [VALUE]ダイアルを回して転送したいプリセット情報を
選択します。
3. [ENTER]キーを押します。
[SysEx]経由でMIDI/USBポートにプリセット・データが転
送されます。
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Page12 ファームウェアのバージョン 「Ver x.xx」
VERSION(バージョン) ページでは現在のオペレーション・シ
ステムのファームウエア・バージョンを確認をすることができ
ます。
1. GLOBALモードで、
[>]キーを押し続け[Ver x.xx]を表示さ
せます。
実際の表示は
「x . xx」
のところに
「1.01」
などといった数字が表示されます。
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PROGRAM CHANGE(プログラムチェンジ)モード
プログラム・チェンジは外部機器にプログラムの変更情報をMIDIメッセージとして外部機
器に送信するときに使います。
例えば、
MPKに接続された外部音源モジュールのピアノのプ
ログラム
（音色）
を、
プログラムチェンジを使って簡単にシンセのプログラムに変更すること
ができます。
MPKには二種類のプログラム・チェンジがあります。

PROG CHANGE （プログラム・チェンジ）
標準的なプログラム・チェンジ・メッセージ(0-127)を外部MIDI
音源モジュールやDAWに送信します。
また、
128の異なるプログ
ラム・バンクも切替えることができます。
PROG+BANK

（プログラム・チェンジ + バンク・チェンジ）
外部MIDI音源モジュールやDAWに、
プログラム・チェンジ・メッ
セージ(0-127)に加え、
バンクL(LSB:Least Significant Bit)
チェンジ・メッセージ(127)とバンクM(MSB:Most Significant
Bit)チェンジ・メッセージを一緒に送信します。
これにより最大
16,384の異なるプログラム・バンクを切替えることが可能で
す。
この方法は、
送信先のDAWまたは外部音源モジュールがLSB
とMSBの受信に対応していることが必要です。
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[VALUE] ダイアルを回して
「PROG CHANGE」
または
「PROG+BANK」
のどちらかを選択
してください。

PROG CHANGE（プログラム･チェンジ）
1. [VALUE]ダイアルを回して
「PROG CHANGE」
選択します。
2. [ENTER]キーを押し次のページを表示させます。
3. ダイアルを回してプログラム･ナンバー(1〜127)を選択
します。
このときMIDI CHフィールドには現在選択されている
MIDIチャンネルが表示されています。
[<]キーでMIDI CH
フィールドを選択し[VALUE]ダイアルを回してMIDIチャ
ンネルを選択してください。
PROGフィールドとMIDI CH
フィールドの間は[<]キーと[>]キーを押すことで移動する
ことができます。
4. [ENTER]キーを押すとプログラム･チェンジ･メッセージが送信されます。

PROG+BANK
（プログラム･チェンジ＋バンク･チェンジ）
1. [VALUE]ダイアルを回して[PROG+BANK]を選択します。
2. [ENTER]キーを押して次のページを表示させます。
フィールド間は[<]キーと[>]キーを押すこてで移動するこ
とができます。
3. PROGフィールドで[VALUE]ダイアルを回してプログラ
ム･チェンジ･ナンバーを選択します。
4. Bank Mフィールドで[VALUE]ダイアルを回して[MSB]
(Most Significant Bit)を選択します。
5. Bank Lフィールドで[VALUE]ダイアルを回して[LSB] (Least Significant Bit)を選
択します。
6. [ENTER]キーを押すとバンクとプログラム・イベントが送信されます。
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MPK61・88をお使いの方へ
ここではMPK61 / 88に搭載されているスプリット・モードの説明をします。

スプリット・モードの編集
スプリット・モードではMPK61またはMPK88の鍵盤を２つのセクションに分割しそれぞれ異なる音色を
同時に操作することができます。
スプリット・モードのON / OFFは本体左上部分の[SPLIT]ボタンで行います。[SPLIT]ボタンのLEDが点灯して
いるときスプリット・モードはONの状態です。
選択した鍵盤から左側をセクションA、その鍵盤より右側をセクションBになります。

スプリット・ポイント
スプリット・ポイントの設定は[SPLIT]ボタンを押したままスプリット・ポイントにしたい鍵盤を押すことで
設定することができます。
スプリット・ポイントの 設定はエディット・モードでも行うことができます。
１．[EDIT]を押してエディット・モードに入ります。
２．[SPLIT]ボタンを押します。画面が"Set SPLT"（左図）と表示されるはず
です。[VALUE]ダイヤルを回して"NOTE"を表示させ、更に[ENTER]を押
してください。
３．スプリット・ポイントに設定したい鍵盤を押してください。
画面に押した鍵盤のノート・ナンバーが表示され、設定完了です。
また[VALUE]ダイヤルを回してノート・ナンバーを選択し[ENTER]を押す
ことでスプリット・ポイントを設定することもできます。

スプリット・パラメーター
エディット・モードでは、その他のパラメーターをA・B各セクションごとに
設定することができます。
１．[EDIT]ボタンを押しエディット・モードに入ります。
２．[SPLIT]ボタンを押します。画面が、"Set SPLT"と表示されるはずです。
[VALUE]ダイヤルを回して設定したいパラメーターを選択しダイヤルを
押してください。設定することができるパラメーターは下記になります。
PICH (ピッチ・ベンド・ホイール): ON / OFF
SUSAIN 1 and SUSTAIN 2 (サスティン・ペダル)：ON / OFF
EXPRESSION (エクスプレッション・ペダル)：ON / OFF
ARP (アルペジエーター)：ON /OFF
MIDI CH (MIDIチャンネル)：コモン・チャンネル・1-16A・1-16B
AFTERTOUCH (アフタータッチ)：ON / OFF
３．[<]と[>]ボタンを使って変更したいパラメーター・フィールドを移動します。
[VALUE]ダイヤルでパラメーターを選択し[ENTER]を押すことで設定をします。
キャンセルしたい場合は[<]ボタンを押します。
またノート情報を送信するMIDIチャンネルの設定も行うことができます。
MIDIチャンネルの設定はGlobalモードで設定することができます。
セクションAは常にMIDIコモン・チャンネルに設定されています。
セクションBの設定（左図）は1 - 16A、1 - 16Bまたはコモン・チャンネル
("CC")の中で設定することができます。[VALUE]ダイヤルを回してチャンネル
を選択し[ENTER]を押すことで設定することができます。
キャンセルするには[<]ボタンを押します。
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