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リファレンスマニュアル（日本語版）

保 証 書 在 中
※ 本取扱説明書巻末にございます。
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はじめに／接続例／イントロダクション

はじめに

･ SR18本体

･ 電源ACアダプター (12V DC 600mA)

･ リファレンス・マニュアル（本書）

･ 保証書（本取扱説明書の巻末に付属）

SR18や、その他のアレシス製品に関する色々な情報が弊社WEBサイトに掲載されており

ます。是非ご覧ください。 http://www.alesis.jp

  この度はアレシス「SR18」を、お買い求めいただきありがとうございます。

次の品目がすべて同梱されていることを確認してください。

本製品をご使用になる前に必ず安全指示書・保証内容書をお読み下さい!
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接続例

注意：SR18を接続する時は、出力
先のパワー・アンプ等とSR18本体
の両方の電源がオフで、かつボ
リュームつまみが「0」まで絞って
ある事を確認してください。

標準TSフォーン・ケーブルで、[OUTPUTS]

の[LEFT]/[RIGHT]とアンプやミキサー、ス

ピーカー・システム等を接続します。

ヘッドフォン（標準TRSフォーン端子）は、

[PHONES]に接続します。

ギ タ ー な ど を 接 続 し た い 場 合 は

[MICROPHONE]へ接続します。

フット・スイッチは、[START / STOP]ある

いは[COUNT / A / B / FILL]ジャック（標

準TSフォーン）に接続します。

付属の電源ACアダプター(12V  DC

600mA)をこのジャックと電源コンセン

トに接続します。また、単３電池６本で電源

をとることも可能です。

[POWER]スイッチを押して本体の電源を

入れます。

パッドを叩いて音を出します。３種類の異な

るカテゴリー・ボタン([DRUMS]、[PERC]、

[BASS])で、パッドのサウンドを切り替える

事が出来ます。

本体背面の[VOLUME]ツマミで、SR18の

出力レベルを調整します。
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はじめに／接続例／イントロダクション

イントロダクション
SR18は、リズムトラックの制作はもちろん、ライブ・パフォーマンスにおいても抜きん出た能

力を発揮します。その能力を発揮させるためには、「パターン」や「ソング」の、いくつかの要素に

ついて理解しておく必要があります。

パターンとソング （PATTERN/SONG）

･ パターン （PATTERN）とは？

ドラム(DRUM)、パーカッション(PERC)、ベー

ス・サウンド(BASS)を使って作成されたものを

「パターン（PATTERN）」と言います。パターンは

数小節（4拍や16拍など）からなる短い演奏デー

タと考えても良いでしょう。SR18には、100個の

プリセット（PRESET）パターンと、自由に作成／

編集が可能な100個のユーザー(USER)パターンが用意されています。

･ ソング （SONG）とは？

パターンをつなぎ合わせて順番に演奏させる事が

出来ます。これをソング（SONG）といいます。

通常の楽曲なら、イントロ、Aパート、Bパート、サビ、

間奏、ブリッジ、エンディング等、各構成別に分けて１小節から８小節程のパターンを作り、それ

らを連結させてソングを作ることで制作が楽に行えることでしょう。SR18では、パターンの順

序をプログラムしていくことも、リアル・タイムでパターンを選択し、その順序を記憶させて１

つのソングを作ることも可能です。

２タイプのパターン (PRESET/USER)

パターンはPRESETバンクとUSERバンクにそれぞれ100ずつ、合計200種類のパ

ターンが保存されており、[PRESET/USER]ボタンで切り替え可能です。

･ プリセット （PRESET）パターン

様々なスタイルのリズムが本体に100個記憶されて

います。プリセットのデータは書き換え出来ません。

･ ユーザー （USER）パターン

ユーザー・パターンは、ユーザー自身の手で自由にプ

ログラムやエディットしたオリジナルのパターンを100個まで保存することが出来ます。

プリセット・パターンをエディットしたい場合は、そのパターンをユーザー・パターンにコピー
してから行います。
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パターンの中にある４つのシーケンス (メイン・パターンとフィル・パターン)

各パターン内は４つのシーケンスで構成されています。

操作パネルの外観
SR18の基本構造についてご紹介します。それでは早速、操作パネルから見ていきましょう。

･ メイン・パターン (A / B)

本体の[A]、[B]それぞれのボタンで選択出来ます。

･ フィル・パターン（フィルパターン A/B）

フィルパターンは[FILL]ボタンを押すことで、メイン・パ

ターン（A/B）が切り替わる直前に演奏されます。パターン

AからBの時はA用のフィルパターン、パターンBからAの時はB用のフィルパターンが演奏され

ます。フィル・パターンの長さ、ドラム・セット、名称はメイン・パターンと共通 （例えば、Aが16

拍ならAフィルも16拍）です。その他のパラメーターは独立しています。

AとB異なる２個のパターンをペアーにしている理由は、ライブ・パフォーマンスや即興演

奏をする際に、素早く異なるパターンを演奏するためです。
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全体のコントロール:

1. LCD - このディスプレイにはSR18の各パラ

メーターや、現在のモードなどを表示します。

2. 12パッド - このパッドを使ってSR18の

サウンドを発音させます。発音させるサウン

ドには３種類のカテゴリー(ドラム、パー

カッション、ベース)があり、3つあるパッド・

プレイ・ボタン( [DRUM ] / [ PERC ] /

[BASS])から選択します。また、パターン・プ

レイ・モードでは、12パッドでパターン演奏

そのものをトリガーさせることが出来ます。

3. パッド・プレイ・ボタン [DRUM], [PERC],

[BASS] - この３個のボタンで、パッドで発音

させるサウンドのカテゴリーを選択します。

BASS - 選択されているドラム・セットの

ベース・サウンドが演奏されます。さらに、こ

のボタンを押したまま[▲INC] /[DEC▼] ボ

タンあるいは [VALUE/TEMPO]ダイヤルを

回すことで、ベース・サウンドをオクターブ単

位でトランスポーズさせることが出来ます。

DRUMS - 選択されているドラム・セットの

ドラム・サウンドが演奏されます。

PERC - 選択されているドラム・セットの

パーカッション・サウンドが演奏されます。

4. ロール・ボタン[ROLL] このボタンを押した

ままパッドを押すと、そのパッドのサウンドに

ロールがかかり（音が連打され）ます。ロールは

パッドを押している間続きます。この機能の代

表的な使い方は、１６分音符のハイ・ハット、ス

ネア・ロール等です。ロールのタイミングに関

しては、レコード・セットアップ・[RECORD

SETUP]ボタンを押し、メニュー内のクオンタ

イズ設定／スイング設定で指定します。

5. タップ・テンポ [TAP TEMPO] - このボ

タンを叩いてテンポを設定することができ

ます。SR18は、タップ（叩いた）間隔の平均

値からテンポを割り出します。また、このボ

タンを押したまま、DATAダイヤルを回すあ

るいは[▲INC] / [DEC▼] ボタンを押して

テンポを変更することも可能です。ディスプ

レイの右下に表示されているテンポのス

ピードに合わせてLEDが点滅します。

6.“TEMPO” LED - 設定したテンポに合わ

せて点滅します。

7.“REC” LED - SR18がレコーディング時

に点灯します。また、操作中に確認が必要な

場合や、操作のキャンセル待機をしている

時にもLEDは点滅します。

8. [A] & [B] ボタン - 各パターンは、AとB、２

つのメインパターンで構成されています。こ

のボタン押して、A, Bのどちらを演奏させる

か選択します。

9. フィル [FILL] - メインパターン同様にフィ

ル・パターンもAとBがあります。このボタン

を押すことで演奏中のメインパターンから

次に選択したメインパターンへ切り替わる

直前にそれぞれに対応したフィルパターン

が演奏されます。

10. イレース [ERASE] - このボタンで、パ

ターンとソング、あるいはパターン内の演

奏情報から、ある特定のパッドサウンドだ

けを消去する事ができます。このボタンを

押したままにすると、ディスプレイに消去

を確認するメッセージが表示されますの

で、そのまま消去を実行する場合は、（イ
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レース・ボタンを押したまま） [REC(ENTER)]ボタンを押して下さい。   また、[ERASE]ボタン

は、パターン内にある特定のサウンドだけをリアル・タイムで消去することも可能です。方法は、

パターン再生中に、このボタンを押しながら消去したいサウンドのパッドを押すだけです。

[ERASE]ボタンかパッドのどちらかを離すまで消去を続けます。

11.セーブ / コピー[SAVE/COPY] - このボタンで、選択したパターンやソングを指定した場所

にセーブしたり、コピーしたりすることができます。セーブ/コピー機能には、その状況や目的

に応じていくつかのバリエーションがあります。また、[SAVE/COPY]ボタンを押したまま、

[▽PAGE ]ボタンを押すことで、このメニューのバリエーションにアクセス出来ます。

パターン ソング

セーブ

選択されているパターンを、サブ・パターンと一緒に指
定された番号に保存します。この時、その番号にあっ
たデータは上書きされます。

 1. [SAVE/COPY]ボタンを押したままにします。

 2. [DATA]ダイヤルあるいは [▲INC]/[DEC▼] ボタン
で保存先の番号を 指定します。

 3. 保存先が決定したら[REC]ボタンを押します。

選択されたパターンをメモリーに保存します。保存先

にあるデータは上書きされますのでご注意下さい。

1. [SAVE/COPY]ボタンを押したまま
にします。

2. [DATA]ダイヤルあるいは[▲INC]/
[DEC▼] ボタンで保存先の番号を指定
します。

3. [REC (ENTER)]ボタンを押して、保存
を実行します。

コピー

選択されているサブ・パターンを指定したサブ・パター
ンにコピーします。

 1. [SAVE / COPY]ボタンを押したまま[PAGE >]ボタ
ンを押して「COPY TO...」が画面に出るようにします。

 2. コピー先を[DATA]ダイヤルあるいは[▲INC]/
[DEC▼] ボタンで指定します。

 3. コピー先のサブ・パターンを[A]/[B]あるいは[FILL]
ボタンを押して選択します。

 4. [REC]ボタンを押すと、コピーが実行されます。

 追加

選択されているパターンとそのサブ・パターンを、指定
したパターンに付け加えます。追加されるパターンは
同じ拍子になります。

 1. [SAVE / COPY]ボタンを押したまま[▽PAGE]ボタン
を押して「APPND TO...」が画面に出るようにします。

 2. 追加先を指定します。

 3. [REC]ボタンを押すと、追加が実行されます。

選択されているソングを、指定したソング
に付け加えます。ただし、追加後の合計が
254ステップを超えることはできません。

1. [SAVE/COPY]ボタンを押したまま
[PAGE >]ボタンを押して「APPND
TO...」が画面に出るようにします。

2. 追加先を指定します。

3. [REC]ボタンを押して実行します。
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12.ミュート [MUTE] - このボタンを押したまま、[DRUM]、[PERC]、[BASS]のボタンを押すこ

とで、そのインストゥルメント・レイヤーの音がミュートされます。ミュートを解除するには、同

じようにミュート・ボタンを押したまま、再度そのレイヤーのボタンを押します。

 ナビゲーション・ボタン:

13.[▲INC] / [DEC▼] - 設定値を１つずつ増減したい時に使用します。

14.[VALUE/TEMPO]ダイヤル - ダイヤルを回してパラメータの数値を増減することができます。

15.数値ボタン [0]～[9] - パラメータの数値を直接入力する時に使用します。

16.[△PAGE]/[▽PAGE] - メニューや設定画面を切り替える時に使用します。

 モード・ボタン:

17.パターン/ソング [PATTERN/SONG] こ

のボタンでSR18が持つ２つのモードを切

り替えます。選択されているモードは、ディ

スプレイに表示されます。

パターン・モードでは、パターンに関するレ

コーディング、プレイ、エディットを行いま

す。SR18における「パターン」とは、短いリ

ズム・シーケンス（1小節が4拍や16拍など

で構成されるもの）の事です。このパターン

を色々組み合わせて１つの「ソング」を作り

ます。ソングはパターンのシーケンスとも言

えます。ソング・モードでは、パターンを演奏

したりプログラムしたものを組み合わせて

ソングを作成します。

18.プリセット/ユーザー[PRESET/USER]

２つあるパターンのバンク（プリセットと

ユーザー）を切り替えます。選択されているバ

ンクは、ディスプレイ右上に表示されます。

プリセット・パターンは、ロック、ジャズ、

ポップス等のあらゆるジャンルのリズムを

プロのドラマーがプログラミングしたもの

であり、上書きすることは出来ません（プリ

セット・パターンをエディットしたい場合

は、そのパターンを、まず一度ユーザー・パ

ターンにコピーしてから行います）。

ユーザー・パターンは、ユーザご自身が、プ

ログラム、エディット、保存することが出来

るパターンです。
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19.ステップ・エディット [STEP EDIT] - こ

のボタンを押すと、パターンあるいはソン

グの選択されているモードのステップ・エ

ディット・モードに入ります。このモード

は、パターンあるいはソング・シーケンス中

のミスを修正するのに使用します。ステッ

プ・エディット・モードに入ると、ディスプ

レイに「STEP EDIT」と表示され、上段に現

在のステップが表示されます。シーケンス

のステップを移動するには、[△PAGE] /

[▽PAGE] ボタンを使用します。

20.パターン・プレイ [PTN PLAY]   このボ

タンで、パターン・プレイ・モードに入りま

す。このモードでは、事前に選択したパター

ンに、パッドを叩いてリアル・タイムでトリ

ガーをかけます。30ページ 「パターンプレ

イ・モード」をご覧下さい。

セットアップ・ボタン:
21.システム・セットアップ [SYSTEM SETUP]

このボタンを押して、MIDIオプション、ノー

ト・アサイン、クロック設定、ディスプレイ

の明るさ等のシステム設定や初期設定を行

います。システム・セットアップに入ると、

ディスプレイに、 SYSTEM と SETUPが

表示されます。[PAGE]ボタンを押すと、別

の設定をするページに移動することが出来

ます。選択したページの設定値を変更する

ときは、[VALUE]ダイヤルあるいは[▲INC]

/[DEC▼]ボタンを使用します。システム・

セットアップを終了するには、システム・

セットアップ・ボタンをもう一度押します。

22.レコード・セットアップ [RECORD SETUP]

このボタンを押して、クオンタイズ、スイン

グ、パターンの長さ、拍子等のレコーディン

グに関する、様々な設定を行います。レコー

ド・セットアップ・モードに入ると、ディスプ

レイに、 RECORDと SETUPが表示されま

す。[△PAGE] / [▽PAGE] ボタンを押す

と、別の設定をするページに移動することが

出来ます。選択したページの設定値を変更す

るときは、[VALUE]ダイヤルあるいは [▲

INC] /[DEC▼]ボタンを使用します。システ

ム・セットアップを終了するには、レコード・

セットアップ・ボタンをもう一度押します。
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23.ドラム・セット [DRUM SET] - このボタンを押して、ドラムセット・モードに入ります。ディ

スプレイにも「DRUM SET」と表示され、ドラム・サウンド/パーカッション/ベース・サウンドの

選択、パッド・サウンドの選択、ボリューム、チューニング、パンニング等の設定を行うことができ

ます。[△PAGE]/[▽PAGE]ボタンで、ドラムセット・モード内の別の設定をするページに移動す

ることができます。ページ内の設定値を変更するときは、[VALUE]ダイヤル、あるいは[▲INC]/

[DEC▼]ボタンを使います。ドラム・セットを修正あるいはカスタマイズしたら、必ず[SAVE]ボ

タンを押し、次に[REC]ボタンを押し、設定を保存しておきましょう。ドラムセット・モードを終

了するには、[DRUM SET]ボタンをもう一度押します。

24.エフェクト [EFFECT] -このボタンを押して、エフェクト・メニューに入ります。メニューで選

択したエフェクトは、ドラム・セットとともに保存して再度呼び出すことが出来ます。エフェクト

は、リバーブ、EQ/コンプレッサー等すぐに使用出来るプリセットが用意されています。[△

PAGE]/[▽PAGE]ボタンを押すと、エフェクトに関する別の設定をするページに移動すること

が出来ます。ページ内の設定値を変更したり、選択したエフェクトのON/OFFを設定するときは、

[VALUE]ダイヤル、あるいは[▲INC]/[DEC▼]ボタンを使います。

トランスポート・コントロール・ボタン:

25.プレイ・ボタン[ PLAY[PAUSE] ] - SR18のパターンや

ソングを再生します。停止している時にこのボタンを押す

と、停止している位置からシーケンスを再生します。

SR18が再生中にこのボタンを押すと、シーケンスを一時

停止します。パターンの先頭（ソング・モード時では最初のステップ）に戻りたい時は、[△PAGE]

ボタンを押します。次のパターン（ソング・モードの場合は次のステップ）に進みたい時は、[▽

PAGE]ボタンを押します。

26.ストップ・ボタン [STOP] - このボタンを押すと、パターンでもソングでもシーケンスを停止

して先頭に戻ります。[STOP]ボタンを素早く２回押すと、SR18の内部音源と[MIDI OUT]端子

に接続されている外部MIDI機器に対して、MIDIパニック・メッセージが送信されます。パニック・

メッセージは、再生中のサウンドをすべて停止します。この機能は、何らかの原因で音が鳴り止ま

なくなってしまった時に有効です。

27.レック・ボタン [REC] - このボタンを押したまま[PLAY]ボタンを押すと、レコーディングを開

始します。同時に、本体左上部分にある[REC] LED が点灯します。

このボタンは、操作の決定をする（例えばソングのコピーや消去などの）実行ボタンの役割も果た

します。
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パターンの再生

 ステップ 1 [PATTERN/SONG]ボタンを押します。

これでパターン・モードに入ります。もし、ディス

プレイ右上に「SONG」と表示されている場合は、

さらに１回押すことで画面に「PATTERN」と表示

され、パターン・モードになります。

 ステップ 2
プリセット・バンクに切り替えてみましょう。もしディスプレイ右上に「USER」

と表示されている場合は、[PRESET/USER]ボタンをさらに１回押すことで

画面に「PRESET」と表示され、プリセットバンクに切替ります。

 ステップ 3
[VALUE]ダイヤルを回すか、[▲INC] / [DEC▼]ボタンを押して、パターンを

選択する事ができます。 数値ボタンで直接パターン・ナンバー（00～99）を入

力しても構いません。

 ステップ 4 [PATTERN/SONG]ボタンを押します。

[PLAY]ボタンを押して、パターンを再生してみましょう。パターンは数小節（SR18

では ”BEAT ビート = 拍”という単位で表示）で構成されており、パターンのデー

タの最後まできたとろで自動的にループして繰り返し再生を続けます。

 ステップ 5
[TAP TEMPO]ボタンを押したまま、[VALUE]ダイヤルを回すか、[▲INC] /

[DEC▼]ボタンを押すことでテンポの調整が可能です。 [TAP TEMPO]ボタ

ンを目的のテンポに合わせてタップすることで、タップの間隔の平均から自動

的にテンポを割り出します。

 ステップ 6
パターンの演奏を停止する時は[STOP]ボタンを押します。

SR18には様々なスタイル／ジャンルのリズムが、パターン(PATTERN)として収められてい

ます。いろいろなパターンを選択して聴いてみましょう！

パターン（PATTERN）
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メイン・パターン（A/B） の再生

ステップ 1 パターンを選択して再生します。

パターンを選択（P.10参照）したら、[PLAY]ボタンを押します。

ステップ 2 メインパターン「A」を「B」を選びます。

[A]もしくは[B]ボタンで選択したメインパターンが演奏されます。パターン

演奏途中でボタンを押し、メインパターンが「A」

から「B」、もしくはその逆へ演奏が移行する際は

ボタンを押した瞬間に突然切り換わるのではな

く、演奏データの終わり（ループの折り返し）ま

で再生したところで演奏が繋がるようにして切

り替わります。

フィル(FILL)パターンの再生

ステップ 1 パターンを選択したら[PLAY]ボタンを押して再生します。

[A]もしくは[B]ボタンを押してメインパター

ンを決定しましょう。

ステップ 2 パターン再生中に[FILL]ボタンを押します。

画面内に「FILL」と表示されます。仮に、現在

メインパターンAを再生中だとし、再生中

[FILL]ボタンを押すと、その位置からA用の

フィル・パターンが始まりメインパターンBの再生へとつながります。ここで

もう一度[FILL]ボタンを押すと、今度はB用のフィル・パターンが再生されメ

インパターンAの再生へと繋がっていきます。

HINT： [FILL]ボタンを押し続けたままフィルパターンを最後まで再生させる事で、フィル・パ
ターン再生終了後にもメインパターンが[A]から[B]、[B]から[A]へと切り変わらずに、そのまま
選択中のメインパターンを再生し続けることができます。

各パターンの中には「A」、「B」、２つのメイン・パターンがあります。

メインパターン「A」、「B」、それぞれに対してのフィル・パターン（A用、B用フィル）があります。
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オリジナルのパターンを作る
ステップ 1 パターン・モードにしましょう。

ディスプレイの右上に「SONG」と表示されている場合は、[PATTERN/

SONG]ボタンを１回押すとパターン・モードになります(画面右端に

「PATTERN」 と表示されます)。

ステップ 2 ユーザーパターン（USERバンクのパターン）を選びます。

ディスプレイの右上に「USER」が表示されていない場合は、[PRESET/

USER]ボタンを１度押してディスプレイの右上に「USER」が表示されて、

ユーザー・パターン・モードになります。

ステップ 3
[▲INC] / [DEC▼]を押すか[VALUE]ダイヤル

を回して、データが入っていないブランクのパ

ターン（画面では「EMPTY PATT」と表示）を選択します。

ステップ 5
[RECORD SETUP]ボタンを押した直後は、レ

コード・セットアップメニューの1ページ目（画

面右下にページ番号が表示）が表示されますの

で、[▲INC] / [DEC▼]ボタンや[VALUE]ダイ

ヤルを使って、クオンタイズ（QUANTIZE）を設定します。

クオンタイズとは音符の細かさ（簡単に言うとリズムの細かさの様なもの）を

表わし、画面左下に音符のマークで表示されます。SR18の演奏は、このクオ

ンタイズに合わせて記録されます。リアルタイム演奏による入力で、もしタイ

ミングが多少ずれても、クオンタイズで設定した音符に近い位置へ自動的に

補正します。

ステップ 4 [RECORD SETUP]ボタンを押します。

レコード・セットアップ・メニューに入ります。このメニューで、クオンタイズ、

スイング等、パターンに関するレコーディング設定を設定します。デフォルト（初

期設定）のまま使用する場合は、ステップ 8（P.14）まで飛ばしてかまいません。

（ステップ6へ）
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ステップ 6 スイングの設定をしたい時は、

スイング設定をするには、[△PAGE]ボタンを

２回押して３ページ目(PAGE 3)にします。ス

イング設定は、発音のタイミングをジャスト

の拍からずらすことによって、演奏にシャッ

フル感とジャズ的な雰囲気を加えます。スイ

ング設定値は、[▲INC] / [DEC▼]ボタンか[VALUE]ダイヤルを使って「OFF、

54%、58%、62%」の中から選択します。

ステップ 7
スイングとクオンタイズを設定し終えたら、[RECORD SETUP]ボタンを押

してレコード・セットアップ・メニューを終了します。

ステップ 8 レコーディングをはじめましょう！

パターンをレコーディングする準備ができたら、[REC]ボタンを押したまま

[PLAY]ボタンを押すとクリック（メトロノーム）が鳴りはじめ、レコーディ

ングを開始します。レコーディング中は、[REC]LEDが点灯します。

ステップ 9
ディスプレイ上段にパターンの拍数（「BEAT」）が

表示されます。クリックのリズムを基準にリズム

よくパッドを叩いて演奏しましょう。パターンは

ループ録音／再生されますので、レコーディング

された音を聞きながら、順々に音を重ねていくこ

とが出来ます。最初はハイハット、次にキック、スネアといった具合にです。クオン

タイズとスイングの設定はそのままレコーディングに反映されます。

ステップ 10
重ねてレコーディングする音は、３個のドラムサウンドに限らず、ワン

ショット、シンセサウンドのどれでも可能です。カテゴリーの選択は、

[DRUMS]、[PERC]、[BASS]のボタンを押して行います。ボタンを押

すと、各パッドのサウンドが切り替わります。
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ステップ12
[STOP]ボタンを押して、パターンのレコーディングを終了します。

ステップ13
[PLAY]ボタンを押してレコーディングしたパターンを聞いてみましょう

他のパターンにレコーディングするには、[▲INC] / [DEC▼]ボタンか

VALUEダイヤルでパターンを選択して、ここまでの手順を繰り返します。

ステップによるレコーディングも可能です。詳しくは22ページをご覧下さい。

パターンの消去
パターンの消去には、いくつかの方法があります。

1. 選択したパターン内の、AもしくはBのメインパターンと、各FILL（フィル）パターンの消去。

2. 選択したパターン内から、特定パート（DRUM/PERC/BASS）のデータだけ消去、あるいは、選択

したパート（DRUM/PERC/BASS）のパッドイベント（ノート情報）だけを消去。

ステップ 1 消去したいパターンを選択します。

まずは消去したいメインパターンを決定します。[A]もしくは[B]ボタンを押しましょう。

フィルパターンだけを消去することも可能です。その際は[A]もしくは[B]ボタンを押してメ

インパターンを決め、次に[FILL]ボタンを押します。

指定したパターン中のメインパターンA,Bとそれぞれのフィルパターンを一度の行程で消去するこ
とは出来ません。

ステップ11 レコーディング時のミスを消去したい時は、、、

レコーディング中、[ERASE]（イレース）ボタンを押しながら、消去したい音の

パッドを押し続けて下さい。押している間、その音を消去することが出来ます。

■メインパターンやフィルパターンの消去
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ステップ 4 確実に消去したい場合

ステップ 2 ERASEモード

消去したいパターンを選び終えたら[ERASE]ボタンを押し

たままにします。（画面は右図のようになります。）

ここで[ERASE]ボタンを離すとキャンセルになります。

ステップ 3 消去の実行

[ERASE]ボタンを押したまま、[REC(ENTER)]ボタンを押すと選択したパターンの消去が実

行されます。

そのまま[ERASE]ボタンを押さえ続けていると画面には「FILL ERASE」と表示されるはず

です。これはメインパターンとそのフィルパターンを続けて消去したい場合（例えば[B]のメイ

ンパターンとBのフィルパターンを連続して消去したい場合）に有効です。

もし、メインパターンに引き続き、フィルパターンも消したい時は、そのまま[REC(ENTER)]ボ

タンを押します。

注意：一度の操作で選択したパターン内の4つのパターン（メインA、フィルA、メインB、フィルB）を
消去することは出来ません。

このまま電源を落とし、再度電源を投入すると、消去したはずのパターンがそのまま残りま
す。これは、例えば操作のミスによりあやまってパターンを消去してしまった場合に大変有
効です。もし確実に消去して何のデータも入っていない白紙のパターンを作成したい場合は
次のステップ4「確実に消去したい場合」へお進み下さい。

重要！！ この作業は消去したパターンをそのまま上書き保存します。一度消去したデータの復帰は
出来ませんので、操作の前に必ずご確認いただき、十分に注意して操作して下さい。

消去されているパターンである事を確認したら、[SAVE/COPY]ボタンを押したままにします。

画面には、「SAVE TO PATxx」と表示（xxの部分はパターン番号）されますので、目的のパター

ン番号かどうかを必ず確認します。

選択したパターンでよければ、[REC(ENTER)]ボタンを押します。

これで白紙状態のパターンが上書きセーブされ、次に電源を投入しても白紙の状態として読

み込まれます。
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■特定のパートや特定のパッドイベントの消去

選択したパターンの中から、ある特定のパート（DRUM, PERC, BASS）だけを消去することも

可能です。さらにパートの中からある特定のパッドイベントを消去するといったことも可能です。

例： PERCパートだけ消去したい場合

ステップ 1 消去したいパターンを選択します。

メインパターンを決定します。[A]もしくは[B]ボタンを押しましょう。フィルパターンを選

択する時は[A]もしくは[B]ボタンを押しメインパターンを決めてから、次に[FILL]ボタンを

押します。

ステップ 2 ERASEモード

パターンを選び終えたら[ERASE]ボタンを押したままにします。（する

と画面は右図のようになります。）

ここで[ERASE]ボタンを離すとERASEモードはキャンセルされます。

ステップ 3 パート消去の実行

[ERASE]ボタンを押したまま[PERC]ボタンを押すと、画面には「PERC ERASE ?」

と表示されます。ここでは[BASS]や[DRUM]ボタンを押して別のパートを選択する

ことも可能です。

そのまま[REC(ENTER)]ボタンを押すと、選択中のパターンからPERCパートのデー

タが消去されます。

例： DRUMの「パッド3(Snare2)」だけを消去したい場合

ステップ 1 パターンを選択します。

メインパターンを決定します。[A]もしくは[B]ボタンを押しましょう。フィルパターンを選

択する時は[A]もしくは[B]ボタンを押しメインパターンを決めてから、次に[FILL]ボタンを

押します。

ステップ 2 パートを選択します。

パターンを選び終えたら次にパートを選択しましょう。この例では[DRUM]ボタンを押します。
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インストゥルメント・レイヤー(各パート)のミュート
SR18は3つのインストゥルメント・レイヤー（DRUM,
PERC, BASS）のどれでも、リアルタイムでミュートする
ことが出来ます。

例えば、ドラムのパートをミュートしたい時
は、[MUTE]ボタンを押しながら[DRUM]ボ
タンを押します。ミュートを解除するには、
もう一度[MUTE]ボタンを押しながら[DRUM]ボタンを押します。

ステップ 3 ERASEモード

パターンを選び終えたら[ERASE]ボタンを押したままにします。（する

と画面は右図のようになります。）

ここで[ERASE]ボタンを離すとERASEモードはキャンセルされます。

[ERASE]ボタンを押したまま、 パッド3 [3 Snare2] （下の列の左から３番目）を押す

とそのパターン内のパッド3のパッドイベントがすべて消去されます。

注意：この先の行程はパッドを押した瞬間に消去します。ご注意下さい。

！重要！　　消去（イレース）での注意点

上記の作業行程により消去したあと、そのまま電源を落とし、再度電源を投入すると今消去したは
ずのパターンが消去されずに残ります。これは操作のミスにより、あやまってパターンそのものを
消去してしまった場合に大変有効です。もし確実に消去して何のデータも入っていない白紙のパ
ターンを作成したい場合は、P.15 「ステップ4確実に消去したい場合」へお進み下さい。
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レコードセットアップ
パターンを録音していくと、いくつかのパラメータ(メトロノーム、パターンの長さなど)を、
調整しなおすことがよくあります。レコードセットアップモードに入りましょう。操作方法
は次の通りです。

1. [RECORD SETUP]キーを押します。

2. [△PAGE] / [▽PAGE]ボタンを使って、このモードで設定できる他の「ページ」へ移動
出来ます。

ディスプレイの右下のウィンドウにページ番号が表示されます。各ページの内容につい

ては次に説明します。

3. それぞれのページの説明を参考に、必要に応じて各ページの値を調節してください。

4. 必要な変更が終わったら、もう一度[RECORD SETUP]キーを押すか、他のキーを押し
てレコード･セットアップを抜け出てください。

レコード･セットアップ･ファンクションに含まれるページのうち、ステップ･モードの

ページにはさらにサブ･ページが含まれています。

PAGE 1 「QUANTIZE SELECT」クォンタイズの選択

ディスプレイに「QUANTIZE SELECT」と表示され、左下のクォンタイズ･ウィンドウに音
符を表す図形が現れます。

次のページに示す音符は、クォンタイズの値を標準的な記譜法で表したものです。[▲INC]/
[DEC▼]ボタンまたは数値ボタンを使って、希望するクォンタイズ値にセットします（1=4
分音符、2=4分3連符、3=8分音符、4=8分3連符、5=16分音符、6=16分3連符、7=32分
音符、8=32分3連符、9～0=クォンタイズ･オフ、つまり１拍の1/96の分解能となります)。

クォンタイズとは、リアルタイム演奏によりバラつきが生じたタイミングを、ある拍のジャ
ストな位置に補正させる機能です。あいまいなタイミングのリズムが、設定したクオンタイ
ズ値で補正されます。例えばスネアには8分音符、ハイハットには16分音符のクォンタイズ
をかけてレコーディングすることができ、レコーディング中にクォンタイズの値を変更する
ことも可能です。リズムを刻む前に、希望する音符を選んでください。

注意 : クオンタイズの値はステップ･エディット･モードのステップの長さにも影響します。
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基礎知識

パターンをレコーディングしているときにクォンタイズ機能を使えば、すべてのドラム･イベント
が選択した音符の最も近い位置に移動します。これによりリズムのわずかなズレを防ぐことができ
ます。たとえば、クォンタイズ値を1/16に設定すれば、すべてのドラム･イベントが叩いた位置から
最短距離にある16分音符の位置に補正されます。

クオンタイズ機能は、ほどほどに使ったほうが効果的です。たとえばドラム･パートをレコーディン
グ中にキックとスネアにクオンタイズをかけた場合は、ハイハットをリアルタイムで入力してみて
ください。その逆でもかまいません。

また、クオンタイズをかけたパートとかけていないパートをミックスする方法も効果的です。たと
えば、人間の手拍子(クラップ)などはクォンタイズをかけると、どうしても機械的な感じになりが
ちです。このような場合クオンタイズをかけたクラップとクオンタイズをかけずにレコーディング
したものを重ねることによって微妙なずれが生じ、人間的な雰囲気が出すことができます。
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PAGE 3 「SWING SELECT」 スウィング値の選択

ディスプレイに「SWING SELECT」と表示され、スウィング値が表示されます。

[▲INC]/[DEC▼]ボタンまたは数字ボタンを使って希望するスウィング値を入力します
(1=54％、2=58％、3=62％、4～0=スウィングがオフになります)。
スウィングとは、ユーザーの演奏を予め定められたパーセントだけずらし、独特のはねる
感じを表現する機能です。リズムを刻む前に希望する値に設定してください。

基礎知識

スウィングは、長さの等しい1対の音符のタイミングを変更する機能です。通常それぞれの音符の長
さは、初期設定として音符2つ分の長さの50％ずつになっています。スウィング値を増やせば最初の
音符は長くなりますが、全体の長さは変わらないため、後の音符がその分だけ短くなります。この機
能により、リズムにシャッフルやジャズの曲にみられるようなスウィング感を与えることができま
す。たとえば、スウィングを62％に設定すると、最初の音符は全体(音符2つ分)の長さの62％に、2番
目の音符は全体の長さの38％となります。

PAGE 4 「CLICK SELECT」 クリックのオン/オフとリズム設定

ディスプレイにCLICK SELECTと表示され、クリック･ウィンドウにメトロノーム音のリ
ズム値が表示されます。

[▲INC]/[DEC▼]キーまたは数字キーを使ってクリックの値を入力します(1=4分音符、
2=4分3連符、3=8分音符、4=8分3連符、5=16分音符、6=16分3連符、7～0=クリックが
オフになします)。

PAGE 5 「CLICK VOL」 クリック(メトロノーム音)のボリューム調節

ディスプレイにCLICK VOLと表示され、クリックのボリュームを表す2桁の数値が表示され
ます。[▲INC]/[DEC▼]キーまたは数字キーを使ってクリックのボリューム･レベルを適切な
音量に調節します。

PAGE 6 「VELOCITY」 パッドのベロシティ感度設定

このページでパッドのベロシティ感度を調整します。「LOUD」にすると、弱く叩いても強め
のベロシティが出力され、結果大きめの音になります。「SOFT」にすると弱めになります。
「FIXED1」から「FIXED8」はパッドを叩く強さに関係なく固定のベロシティが送信されま
す。「8=強、1=弱」になります。

PAGE 2 「GATE」 ゲート値の選択

一般的なシーケンサーなどでは「デュレーション」と呼ばれるものでSR18では、主にベース
サウンドのステップ入力時、打ち込まれたノートの長さを決定する値です。数値はパーセン
テージによる指定になります。
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PAGE 7 「BEAT」 録音するパターンの「拍」の設定

このページでレコーディングするパターンの「拍」の部分を設定します。

例えば、「3/4（4分の3拍子）」のパターンを作りたい時は 「3」 にセットします。

通常は「4/4（4分の4拍子）」がほとんどだと思いますが、変更する場合は[VALUE]ダイヤルな
どを回して設定を変更します。数値を変更すると[REC]LEDが点滅するので、そのまま[REC
(ENTER)]ボタン押すことで設定変更になります。

PAGE 8 「NOTE VAL」 録音するパターンの「音符」単位の設定

このページでレコーディングするパターンの「音符」単位の部分を設定します。

例えば「3/4（4分の3拍子）」のパターンを作りたい時は、ここで 「4」 にセットします。

4分音符、8分音符、16分音符で設定可能です。通常は「4/4（4分の4拍子）」がほとんどだと思
いますが、別の数値に変更する場合は[VALUE]ダイヤルなどを回して値を変更します。数値を
変更すると[REC]LEDが点滅し、[REC(ENTER)]ボタン押すことで設定変更になります。

PAGE 9 「PATT LEN」 録音するパターンの長さ（小節数）の設定

PAGE7と8で、レコーディングするパターンの拍子（何分の何拍子か）が決定されます。さら
にここではその拍子を元に「何小節分の」パターンを録音するか設定します。

変更する場合は[VALUE]ダイヤルなどを回して値を変更します。数値を変更すると[REC]
LEDが点滅するので、そのまま[REC(ENTER)]ボタンを押すことで設定変更になります。

PAGE 10 「OFFSET」録音するパターンのオフセット

レコーディングされたパターンの、ある特定パッドなどの演奏情報（ノートオンのタイミン
グ）を前後にずらすことができます。「+（プラス）」の数値ではタイミングを後ろに、「-（マイナ
ス）」の数値は前へシフトさせます。

HINT：サブビートの値は4分音符あたり「96」です。つまり画面の「384」というサブ拍の数時は4拍分
（96 x 4 = 384）であることも意味しています。

ある特定パッドのサウンドに対して処理可能です。変更する場合は、まず、該当のサウンドの
パッドを押します。すると画面にはパッド番号が表示されます。次に[VALUE]ダイヤルなど
を回して値を変更します。数値を変更すると[REC]LEDが点滅するので、そのまま[REC
(ENTER)]ボタンを押すことで設定変更になります。

PAGE 11 「NAME」 パターンネームの設定

パターンの名前を設定します。
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ステップ･レコーディング(STEP EDIT)
ステップ･エディットに入るには[STEP EDIT]ボタンを押してください。

ディスプレイにビートとサブ・ビートが表示されます。現在表示されている「拍／サブ拍」
の位置にドラム･イベントがあれば、そのイベントを演奏するパッドの番号とボリューム
値がディスプレイに表示されます。同じサブ･ビート上に複数のドラム･イベントがある場
合は、[△PAGE]/[▽PAGE]キーを使って前後に進ませることにより、それぞれのドラム･
イベントを1つずつ呼び出すことができます。

表示されている「拍/サブ拍」上にドラム･イベントがない場合は、パッド番号が消え、ディ
スプレイのボリューム･データの位置に「EMPTY」と表示されます。

[△PAGE]/[▽PAGE]ボタンを使って、現在設定されているクォンタイズ値の分だけ進ま
せることができます。[△PAGE]で前に、[▽PAGE]ボタンで後ろに進みます。現在のクォ
ンタイズ値からこぼれたビート上にドラム･イベントがある場合は、通り過ぎたときにそ
のドラム音が聞こえます。ただし、ディスプレイはそのドラムの位置には止まりません。

スィング音がオンの場合は、ステップ･モードでもスィングしながら進みます。

基礎知識

ステップ･モードではパターンを緻
密にエディットできます(ここで言
うステップとはソングのステップの
ことではなく、パターン内にドラム･
イベントを記憶するタイミングの最
小単位を表します)。

パターン内を1ステップずつ移動し
たり、あるいは好きなイベントの位
置で止まってそのイベントを削除し
たり、イベントのボリュームを変更
することができます。面倒に感じる
ことがあるかもしれませんが、ス
テップ･エディット･モードを使えば
ドラム･パートを思いのままにエ
ディットすることができます。

各ステップ(サブ拍とも呼びます)は、１拍の1/96の長さです。つまり、分解能が最大のときには4分音
符を通過するのに96ステップかかるということです。時間を節約するために、クォンタイズ値に設
定した音符を最小単位としてパターン内を移動できます(クォンタイズ値はレコーディングを行っ
たときと同じ値にしておくと良いでしょう。)。たとえば、16分音符は24のサブ･ビートに分かれてい
るので、クォンタイズの値を16分音符に設定しておけば、一度に24のサブ･ビート分だけ進むことに
なります。したの表は音符/クォンタイズ値とそのサブ･ビート数を表したものです。
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ドラムセット(DRUM SET)

ステップ 2 ドラムセットを選択します。

[▲INC]/[DEC▼]ボタン、 [VALUE]ダイヤ

ル、あるいは数値ボタンを使用してドラム・

セット（00-100）を選択します。

ステップ 3 パッドを叩いてみましょう。

パッドを叩いてドラムセットのサウンドを確

認します。ある特定のパッドのサウンドを変

更するには、[▽PAGE]ボタンを押してエ

ディット・ページの「3」を表示させます。

パッドを押すと、そのパッドの詳細が表示されます。パッド

番号が、ディスプレイの右上（右図の例では「6」）に、パッドに

割り当てられているサウンドの名称が、ディスプレイの上段

(右図の例では「CowBell5」という名前) に、そしてそのすぐ下にサウンド番号 (右図の例では

252)が表示されます。

ステップ 4 パッドに割り当てられたサウンドを変更するには、、、

上で説明したエディット・ページ「3」で、[▲INC]/[DEC▼]ボタン、 [VALUE]

ダイヤル、あるいは数値ボタンを使用して他のサウンドを選択します。

他のパッドのサウンドを変更するには、ステップ 3～4を繰り返します。

ステップ 1 [DRUM SET] ボタンを押します。

ドラムセット・モードに入ると、ディスプレ

イが右図の様に表示されます。

SR18には、約620もの豊富なサウンドが本体に内蔵されています。これらのサウンドは、

あらかじめ各パッドに配置され「ドラムセット」として保存されていますが、ユーザー自身の

手でオリジナルのドラムサウンドを作成することも可能です。

ドラムセットの選択とオリジナルセットの作成
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ステップ 7
[▲INC]/[DEC▼]ボタン、 [VALUE]ダイヤル、あるいは数値

ボタンを使用して、異なるベース・サウンドを選択します。[△PAGE ] / [▽PAGE]ボタンを使

用して他のパラメーター・ページに移動することで、ベース・サウンドの様々なパラメーターを

エディットすることが出来ます。

ステップ 8
好みのセットが出来たら必ず保存（セーブ）しておきましょう。保存せずに電源

をオフにすると変更／作成したデータが消えてしまいます。

セットを保存するには、まず、[SAVE/COPY]ボタンを押したままにします。すると[REC

(ENTER)]ボタンが点滅し、画面には「SAVE SET TO xx (xxは保存先の番号)」と表示され

ますので、[▲INC]/[DEC▼]ボタン、 [VALUE]ダイヤル、あるいは数値ボタンで、ドラム・セッ

トの保存先を選択し、もしよければそのまま[REC(ENTER)]ボタンを押します。キャンセルを

したい場合はそのまま[SAVE/COPY]ボタンから手をを離します。

ステップ 9
[DRUM SET]ボタンを押して、ドラムセット・モードを終了します。

ステップ 6 ベース・サウンドを変更する

ドラムセット・モードのページ１(または別の

ページにいる場合は、[△PAGE ] / [▽PAGE]

ボタンでページ１に行きます)で[BASS]ボタンを押すと右下

のような表示になります。

ステップ 5
ドラムセット・モード内で、[△PAGE ] / [▽PAGE]ボタ

ンを押すことで、選択されているパッドに関する、ボリュー

ム、チューニング、パンニング等の設定ページにもアクセス

することが出来ます。

ドラム・サウンド(DRUM)とパーカッション・サウンド

(PERC)は常にペアになっています。 つまり、あるドラム

セットの中のドラム・サウンドを変更した場合、同時にパー

カッション・サウンドも変更してしまうことになります。た

だし、ベース・サウンド（BASS）に関しては、ドラム／パー

カッション・サウンドとは別個に選択／組み合わせが可能です。
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ドラムセット・エディットメニューの詳細
[DRUM SET]ボタンを押して表示されるエディット・メニューの詳細です。ページの移動

は[△PAGE]/[▽PAGE]ボタンでします。セット内の各インストゥルメント（DRUM/

PERC/BASS）の切り替えはそれぞれ該当のボタンを押して、それぞれのパラメータを設定

可能です。

PAGE 1 ドラムセットの指定

このページでドラムセットを選択出来ます。ドラムセットの名前とドラムセット番号が表示され

ます。また、[PRESET/USER]ボタンでプリセットとユーザーのバンクを切替可能です。

PAGE 2 セット内のインストゥルメント・ボリューム設定

このページで選択したドラムセットセット内のインストゥルメント（DRUM/PERC/BASS）の

音量を設定します。切り替えはそれぞれ該当のボタンを押して設定可能です。

PAGE 3 パッドへ割り当てるサウンドの設定

パッドを押したときに鳴るサウンドを設定します。該当するパッドを押すと画面にサウンド名と

サウンド番号が（右上にはパッド番号も）表示されるので[VALUE]ダイヤルや数値ボタンを押し

て設定します。

PAGE 4 「PAD VOL」 パッドへ割り当てたサウンドのボリューム

パッドへ割り当てたサウンドの音量を設定します。該当するパッドを押すと画面右上にパッド番

号、左側には「PAD VOL（サウンドの音量）」が表示されます。[VALUE]ダイヤルや数値ボタンを

押して音量を設定します。

※このページは[DRUM], [PERC]選択時のみ設定可能です。

PAGE 5 「PANNING」 パッドへ割り当てたサウンドのパン（定位）

パッドへ割り当てたサウンドのパン（左右の定位）を設定します。該当するパッドを押すと画面右

上にパッド番号、左側には定位が表示されます。定位の表示は「 < > 」 = 中央です。[VALUE]ダ

イヤルや数値ボタンを押して音量を設定します。
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PAGE 6 「TUNING」 パッドへ割り当てたサウンドのチューニング

パッドへ割り当てたサウンドのチューニングを半音単位（-12 ～ +12）で設定します。該当する

パッドを押すと画面右上にパッド番号、左側にはチューニングが表示されます。[VALUE]ダイヤ

ルや数値ボタンを押して音量を設定します。

PAGE 7 「ENV ATTK」 アタック・エンベロープの調整

ドラムセット内のベース（BASS）サウンドのエンベロープのアタックタイムを、00～99の範囲

で調整します。「00」で最も立ち上がりが速く、99で最も遅い立ち上がりになります。[VALUE]

ダイヤルや数値ボタンを押して音量を設定します。

※このページは[BASS]選択時のみ設定可能です。

PAGE 8 「ENV DEC」  ディケイ・エンベロープの調整

パッドに割り当てられたサウンド、及びベースサウンドのエンベロープのディケイタイムを、00

～99の範囲で調整します。「00」で最も速い減衰になり、99では減衰せずにサウンドの最後まで

再生します。（通常は99に設定）。

ドラムとパーカッション・サウンドの設定は、該当するパッドを押すと画面に右上にパッド番号、

左側には「ENV DEC（サウンドの減衰速度）」が表示されます。[VALUE]ダイヤルや数値ボタン

を押して設定します。（ベースサウンドはパッド別ではなくサウンド全体に設定します）

HINT： ディケイを「00」に設定することで、パッドを押し続けている間だけサウンドを発
音させることができます。 「99」の状態はパッドを押し続けていなくてもサウンドは最後ま
で発音されます。

PAGE 9 「ENV REL」 リリース・エンベロープの調整

ドラムセット内のベース（BASS）サウンドのエンベロープのリリースタイム（パッドを離した瞬

間から音量が0に達するまでの時間）を、00～99の範囲で調整します。「00」では最も速く、99

では0になるまで長い時間がかかります。[VALUE]ダイヤルや数値ボタンを押して音量を設定し

ます。 ※このページは[BASS]選択時のみ設定可能です。

PAGE 10 「FILTER」  フィルターの設定

パッドに割り当てられたサウンド、及びベースサウンドのフィルター（一般的にカットオフ周波

数に該当する様な物とお考え下さい。）を、00～99の範囲で調整します。「00」で最も閉じた状態、

99では最も開いた状態になります。

ドラムとパーカッション・サウンドの設定は、該当するパッドを押すと画面に右上にパッド番号、

左側には「FILTER」が表示されます。[VALUE]ダイヤルや数値ボタンを押して設定します。（ベー

スサウンドはパッド別ではなくサウンド全体に設定します）
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PAGE 11 「ASN MODE」   アサインモード（トリガーモード）の設定

このモードは、ドラムサウンドでよりナチュラルな発音させたい場合、例えば、ハイハット・オー

プンのサウンドが発音している時にハイハット・クローズのパッドを押してオープンの音を消す

といった様な動作に使います。一般的なMIDI音源やリズムマシーンなどでは「トリガーモード」

とも呼ばれているものです。

各パッドの アサインモードを設定するには、まず、該当するパッドを押します。すると画面右上

にパッド番号、左側には「ASN MODE」が表示され、すぐ下に選択したモードが表示されますの

で、[VALUE]ダイヤルや数値ボタンを押して音量を設定します。

それぞれのモードによってサウンドを演奏するトリガーの方法が変わります。

マルチ(MULTI):

同じパッドを連続して叩く場合、叩く度にディケイ（音の減衰部分）の最後までサウンドを再生しま

す。このモードでは後からパッドを叩いても、先に叩いたサウンドはそのまま再生を続けますので、

シンバルなどに向いています。

シングル(SINGLE):

同じパッドを連続して叩く場合、後からパッドを叩いたときに今まで再生していたサウンドが自動

的に中断されます。このモードは多くのパーカッション系(タンバリン、アゴーゴなど)に有効です。

グループ1～2(GROUP1～GROUP8):

グループ1から8に割り当てられたパッドを叩いたときに、今まで再生していた同じグループのサ

ウンドが中断されます。ただし、別のグループに割り当てられたパッドはそのまま再生を続けます。

代表的な使用法としてはハイハットが挙げられます。クローズ･ハイハットを叩くとオープン･ハイ

ハットが消えるといった使用方法が可能です。

基礎知識 SR18で同時に演奏できるのは32ボイスまでです。そこで、あまりに多くの

パッドをマルチ（MULTI）に設定し、大量のノートを演奏した場合、ボイスを使い切っ

てしまう可能性があります。32ボイスを使いきった状態でさらにSR18を再生しようと

すると、再生中のサウンドから最も減衰が終わりに近づいたものが｢借用｣され、最後

に叩いたサウンドが再生されます。通常は、ボイスが借用されるほど複雑なビートパ

ターンを作るようなことはないでしょうが、もしこの問題が出た場合は、タム類など

を同じグループにまとめてみてください。そうすれば1ボイスでタム類をすべて再生

できるようになります。
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PAGE 12 「OUTPUT」  アウトプットの設定

パッドに割り当てられたサウンド、及びベースサウンドの出力（アウトプット）を、「MAIN」もしく

は「AUX」で設定します。「MAIN」を選択でSR18背面のOUTPUT [MAIN]出力端子から、「AUX」

を選択でSR18背面OUTPUTのAUX [L¦R]端子から、出力させることができ、外部のミキサーに

パラアウトさせる場合や、ライブでのクリック出しの際に有効です。

ドラムとパーカッション・サウンドの設定は、該当するパッドを押すと画面に右上にパッド番号、

左側には「OUTPUT」が表示されます。[VALUE]ダイヤルや数値ボタンを押して設定します。

（ベースサウンドはパッド別ではなくサウンド全体の出力設定をします）

PAGE 13 「NAME」  ドラムセットの名前

ドラムセットの名前をこのページで設定します。ユーザー（USER）バンクのドラムセットのみ有

効です。（プリセット「PRESET」は変更出来ません。）

[△PAGE]/[▽PAGE]ボタンでカーソルを移動し、[VALUE]ダイヤルや[▲INC]/[DEC▼]ボタ

ンを押して設定します。
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ドラムセットのエフェクト設定
[EFFECTS]ボタンを押すとエフェクトセッティングモード

に入り、現在選択中のドラムセット（および現在選択中の「パ

ターン」に付随したドラムセット内のエフェクト）のセッティ

ング状態を見ることが出来ます。ページの移動は[△PAGE]/

[▽PAGE]ボタンで移動します。各インストゥルメント

（DRUM/PERC/BASS）の切り替えはそれぞれ該当のボタ

ンを押して、それぞれのパラメータを設定可能です。

注意：１つのドラムセット内で使えるエフェクトは「リバーブ x
1種類 +  EQ&コンプ x 1種類」までです。各インストゥルメント
に対して、別々のリバーブタイプやEQ&コンプのタイプを設定で
きるわけではありません。（ただし、それぞれのエフェクトの深さ
やON/OFFをインストゥルメント別やパッド別に設定可能です。）

PAGE 1 「REVERB」リバーブ・タイプの指定とON/OFF

ドラムセットが使用するリバーブの種類とON/OFFを選択出来ます。[VALUE]ダイヤルを左目

一杯に回していくと「OFF」の設定ができます。

PAGE 2 「SEND AMT」 パッドごとのリバーブ・センド量

DRUMとPERCサウンドは、パッドへ割り当てたサウンドごとにリバーブのかかり具合を設定

できます。BASSはインストゥルメントに対してかかります。

該当するパッドを押すと画面右上にパッド番号、左側にはセンド量が表示されますので、

[VALUE]ダイヤルや数値ボタンを押して設定します。数値を大きくするとリバーブの効果が大

きくなり（エフェクトが深くかかり）ます。

PAGE 3 「EQ&CMP」  EQ&コンプレッサー・タイプの指定とON/OFF

こドラムセットが使用するEQ＆コンプレッサーの種類のON/OFFを選択出来ます。[VALUE]ダ

イヤルを左目一杯に回していくと「OFF」の設定ができます。

PAGE 4 「EQ&COMP」 パッドごとのEQ&コンプのON/OFF

DRUMとPERCサウンドは、パッドへ割り当てたサウンドごとに EQ&コンプレッサーのON/

OFFを設定できます。BASSはインストゥルメントに対してかかります。

該当するパッドを押すと画面右上にパッド番号、左側にはON/OFFが表示されます。[VALUE]ダ

イヤルや[▲INC]/[DEC▼]ボタンを押して設定します。
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パターンプレイ・モード
SR18では、12個のパッドにパターンそのものを割り当て、パッドを叩くだけでそのパター

ンを再生させることができる「パターン・プレイモード」があります。

ステップ 1 [PATTERN PLAY]ボタンを押します。

SR18がパターン・プレイ・モードになり、ディスプレ

イには、「PATTERN PLAY」と表示されます。

ステップ 2 パッドをどれか押してみましょう。

そのパッドに割り当てられたパターンが再生されます。

（ループ再生され続けます）

ステップ 3 別のパッドを押してみましょう。

画面は右図の様になりパターンモードでのふるまい同

様に、割り当てられたパターンへ再生を引き継ぎます。

ステップ 4 パッドに割り当てられたパターンを変更するには、、、

パターンプレイ・モードで、[△PAGE]ボタンを押す

と右の様な画面になります。次に、割り当てを変更し

たいパッドを押し、[VALUE]ダイヤル、 [▲INC]/

[DEC▼]ボタンや数値ボタンで再生したいパターン

を入力します。パターンのメインパターンA、B、ある

いはフィルパターンも変更することが出来ます。

変更し終えたら[▽PAGE]ボタンか[PATTERN PLAY]ボタンを押して終了し

ます。

HINT： [PLAY]ボタンを押してからパッドを押すと、割り当てられたパターン
を再生させながら割り当てる事ができます。
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ステップ 5 パターンプレイモードのセッティングを保存するには、、、

パターンプレイ・モード内で、[SAVE/COPY]ボタンを押したままにします。す

ると[REC(ENTER)]ボタンが点滅し、画面には「SAVE SETUP」と表示され

ますので、[REC(ENTER)]ボタンを押すと保存されます。キャンセルをしたい

時はそのまま[SAVE/COPY]ボタンから手をを離します。

■パターンプレイモードの演奏をソングにリアルタイム録音する

パターンプレイ・モードでの演奏を、そのままソングとして録音可能です。

1. ソング･モードを選択しこれから作成するソング番号を選んでください。

2. [PATTERN PLAY]ボタンを押して[REC]ボタンを押したまま[PLAY]ボタンを押すと、[REC]

ボタンが点灯し、待機状態になります。

3. パッドを押すと再生が始まり、同時に「１」の高低で選択したソングへの録音も開始されます。

4. 録音を停止したいときは[STOP]ボタンを押します。

5. [PATTERN/SONG]ボタンを押してソングモードに入り、録音したソングを聴いてみましょう！
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ソングの作成と消去
SR18ではパターン(PATTERN)を繋ぎあわせて1つの「ソング」を作っていきます。何番のパ

ターンをどの順番で、どのメインパターン(A, B)を選択し、どのタイミングでフィル(FILL)を入

れたか、といった様な内容の全てを記録することが出来ます。記録方法には「リアルタイム」でパ

ターンを選択＆再生しながら作成してゆく方法と、サウンドをひとつずつ打ち込んでいく「ス

テップ」入力の2種類があります。

まずは「リアルタイム」でソングを構築していく方法を説明していきます。

ステップ 1 まずは起点になるパターンを選択しましょう。

[PATTERN/SONG]ボタンを押して、パター

ン・モードにします（画面右上隅に「PATTERN」

が表示されます）。ソングの起点になる（一番最

初に演奏させる）パターンを選択して下さい。

その際には、何もデータが入っていないパターン（画面に「EMPTY PATTERN」と表示）を選択して
しまわない様に注意しましょう。

ステップ 3 空（から）のソングを指定しましょう。

画面左上に「EMPTY SONG」と表示されている状態は、まだ何もデータが入っていないソングである

ことを示しています。新しくソングを作成する時は、この状態から始めましょう。もし、他の表示がされ

ている場合（データの入ったソングの場合）、[▲INC]/[DEC▼]ボタン(あるいは[VALUE]ダイヤル)で

空のソングを選択します。

ステップ 2 起点になるパターンを決めたらソングモードにしましょう。

[PATTERN/SONG]ボタンを押して、ソング・モー

ド（画面右上に「SONG」の表示）にします。ステップ

1で選択した「パターン」と同じテンポが画面に表示されています。

このテンポをソングでもそのまま使いたい場合は、この数値を覚えておきま
しょう！この後の「ステップ4：テンポ(BPM)のセット」でこの数値を入力します。

ソング（SONG）
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ステップ 4 ソングのテンポ（BPM）をセットしましょう。

まず最初にソングのテンポを一度リセットする必要ため、[TAP TEMPO]ボタンを

素早く2回ほど叩きます。すると画面内のテンポ表示は「300」や「200」といった様

な数値になりますが、そのまま[TAP TEMPO]ボタンを押した状態で数値ボタン（3桁の入力）、もし

くは[TAP TEMPO]ボタンを押したまま[VALUE]ダイヤルを回してソングのテンポを設定します。

先程のステップ1～2で選んだパターンのテンポを使いたい場合はここでセットして下さい。

ステップ 6 次のパターンを選んでみましょう。

その際に演奏／録音を止める必要はありません。そのまま次に

演奏するパターンを選択します。[▲INC]/[DEC▼]ボタンもし

くは[VALUE]ダイヤルや数値ボタンで、パターン番号を選択

するか、演奏中のパターンのサブパターンしてみましょう。

※ パターン・ナンバーを数値入力する際は、２桁の数値を入力する
必要があります（例えば、0 = 「00」と、7 = 「07」と入力）。

するとディスプレイに「NEXT」が表示され、下段に次に再生されるパターン・ナンバーが表示さ

れます。現在再生されているパターンを最後まで再生した後、次のパターンに移ります。

ステップ 7
ソングのパターン・シーケンスの作成を終了するには、[STOP]ボタンを押します。

ステップ 5 ソングのレコーディングを開始しましょう。

[REC]ボタンを押すと、[REC]LEDが点灯し

てレコーディング待機の状態になります。

更に[PLAY]ボタンを押すと、ソングのレコーディングを開

始します（右図の様な画面になります）。左の３桁の数字（右

図の例では000）は、現在のソング・ステップを表していま

す。右の３桁の数字（右図の例では005）は、現在選択（演奏）

されているパターンの拍数を表しています。

ディスプレイの２段目に表示されている(右図の例では「PATT 05」)は、現在のステップで選択

されているパターン番号です。 すぐ隣に表示されている「A」は選択されているパターンのサブ・

パターン(A, B, FILL)を表しています。
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ステップ 9
シーケンスを最初(ステップ 00)から再生するには、[PLAY]ボタンを押します。

再生中に [▽PAGE]ボタンを押すと、現在選択されているステップ（上段に表

示の数値）を再生しなおします。再生中 [△PAGE]ボタンを押すと次のステッ

プへジャンプして再生します。

ステップ 8 レコーディングしたステップの移動

[STOP]ボタンによるレコーディング停止後、[PLAY]ボタンの点灯が消え[REC]ボタンは点

灯したままになります。画面は最初のステップ、「STEP00」の表示に戻ります。このステップ

（STEP）とはパターンを組みあわせた順番と考えてもよいでしょう。

ステップの移動は[△PAGE ] / [▽PAGE]ボ

タンを押して移動できます。 [△PAGE]ボタ

ンを何度か押し続けることでソングの最後の

ステップにたどり着きます。その際、右図の様

な画面表示になり、上段にはソングの最後のステップ(例えば

右図では「STEP 48」)、下段には「END」が表示されます。

もしあるステップでミスをした場合は、該当するステップに移動し、[▲INC]/[DEC▼]ボタン、

[VALUE]ダイヤル、数値ボタン、あるいは[A], [B], [FILL]ボタンを直接入力して修正できます。

これ以上エディットする必要がなければ[REC]ボタンを押します。[REC]LED

が消灯し、ソングのステップエディット・モードが解除されます。

ステップ10 ソングネームを入力

完成したソングに名前をつけるには[RECORD SETUP]ボタンを押します。

画面左上の表示は「NO NAME」（すぐ下2段目には「NAME」と表示）され、ソングネーム入力

モードになります。

ステップエディット・モード時（[REC]ボタンが赤く点灯）、[STEP EDIT]ボタンもしくは[REC]ボタ
ンを押してこのモードを抜けると、ディスプレイの上段にソング・ネームが表示されます。ソング名
をつける前は「NO NAME」と表示されます)。

ソングモードに入っていれば、ステップエディットモードの状態でも、ソングの再生中や再生停止
の状態でもソングネームの入力モードに入ることが出来ます。

「NO NAME」の「N」の下にカーソル（アンダーバー）があり、[△PAGE ] / [▽PAGE]ボタン

を押して移動、[VALUE]ダイヤルや [▲INC]/[DEC▼]ボタン、あるいは数値ボタンを使用

して文字を選択します。
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ステップ11 ソングの保存と消去

ソングが完成したら必ず保存しておきましょう。

注意！： セーブせずにSR18の電源を落としてしまうと、その内容が失われてしまいます。

■ソングを保存／コピーする

ソングモードで[SAVE/COPY] ボタンを押した

まま[VALUE]ダイヤルを回して、保存もしくは

コピー先番号を選択します。

画面に「SAVE TO SONG」と表示され、[REC]ボ

タンが点滅します。

[SAVE/COPY]ボタンを押したまま[REC]ボタンを押しすとセーブ（保存）／コピー

が実行されます。[SAVE/COPY]ボタンから手を放すとキャンセルになります。

■ソングを追加する

現在選択中のソングを、指定先のソングの後ろへ付け足します。

ソングモードで[SAVE/COPY] ボタンを押したまま[VALUE]ダイヤルを回
して、追加先のソング番号を選択します。[SAVE/COPY] ボタンは離さずに
そのまま[△PAGE]もしくは[PAGE▼]ボタンを押して画面に「APPND TO
SONG」と表示させます。

そのまま[REC]ボタンを押すと追加が実行されます。

追加先のソング番号を現在選択中のソング番号に指定した場合、現在選択中のソ

ング内容がそのまま後ろに付け足されます。

■ソングを消去する

ソングモードで[ERASE]ボタンを押したまま

にします。

ディスプレイに「SONG ERASE?」と表示さ

れ、[REC]ボタンが点滅しますので、そのまま

[REC]ボタンを押すとソングの消去を、[REC]

ボタンを押さずに[ERASE]ボタンから手を放

すとキャンセルになります。
「消去（イレース）の注意点」へ
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ソングのステップ入力
■ステップによるパターンの入力

1. ソング･モードを選択しこれから作成するソング番号を選んでください。

2. [STEP EDIT]ボタンを押すか[REC]ボタンを押してステップエディットモードに入ります。

ディスプレイの表示が「STEP 00」となり、そのすぐ下にステップの内容(ここでは「END」となっ

ているはずです)が表示されます(最初のステップに「END」と表示されるということは、データが

入っていない、つまりこのソングが空白であることを表します。パターン番号が表示されるとき

は空白ではありません。)。

3. 数字キーを使って2桁のパターン番号を入力もしくは[VALUE]ダイヤルを回してソングの

1STEP目にセットするパターンを選択してください。

必要に応じて[A]/[B]の メインパターンやプリセット/ユーザーなどのバンクも指定します。

4. 次のソングステップ（STEP）に移動するには[△PAGE]ボタンを押します。

同じようにパターンを配置したら次のステップに移動します。[▽PAGE]ボタンを押すと前のス

テップに戻り、パターンを修正できます。

5. ステップ入力を終了するときは[STEP EDIT]ボタンを押すか[REC]ボタンを押します。

■フィルの追加／削除

＜追加する＞

1. フィルを追加したいステップまで移動し、[FILL]ボタンを押したままにしてください。

画面に「START AT」と表示され、その下に「000/01と表示されます。これは」「拍/サブ拍」の表

示で、この位置がフィルの入るタイミングになります。

2. [FILL]ボタンを押したまま、数字キーを使って「拍」を、[VALUE]ダイヤルでサブ拍を入力し、どの

位置でフィルの演奏が始まるかを指定します。そのまま[FILL]ボタンを離すとフィルの始まる位

置がステップで記録されます。

3. ソングを演奏させて聴いてみましょう。入力したステップの位置までくると、フィルを演奏して

いる間、ディスプレイに「FILL」と表示されます。

！重要！　　消去（イレース）の注意点

SONGを消去したあと、そのまま電源を落とし再度電源を投入すると、消去したはずのSONGがその
まま残っています。これは操作ミスにより、あやまってSONGを消去してしまった場合に大変有効
です。もし確実に消去し、データが入っていない白紙のソングを作成したい場合は、消去後にそのま
ま同じソングナンバーに（他のソングにあやまって上書きしない様、注意を払って）上書きセーブを
して下さい。
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＜削除する＞

コンポーズ・モードでフィルを削除するには、次の2つの方法があります。

・ [△PAGE]/[▽PAGE]ボタンを使い、フィルを含むステップの位置まで移動し、[A]キー(フィル

がAパターンに変わります)または[B]キー(Bパターンに変わります)を押します。これでフィルが

削除されます。

・ フィルを含むステップを呼び出し、[FILL]ボタンを押したまま[ERASE]ボタンを押すと、ディス

プレイの「拍/サブ拍」の表示が「---/--」になり、これでフィルは消去されたことになります。

■テンポ・イベントの挿入／削除

＜挿入する＞

1. テンポ・イベントを挿入したいステップまで移動し、[TAP TEMPO]ボタンを押したまま[▽

PAGE]を押してください。

画面に「BEAT 001」と表示され、その下に「---BPM」と表示されます。挿入位置を移動したい時

は、そのまま[△PAGE]を押して先に移動する事も出来ます。

2. [TAP TEMPO]ボタンを押し続けたまま、数字ボタンを使ってテンポを入力してください。

3. [TAP TEMPO]ボタンから手を離すと設定したことになります。

3. ソングを演奏させて聴いてみましょう。入力したステップの位置までくると、演奏テンポが変化

します。

＜削除する＞

1. 削除したいテンポ・イベントのあるステップまで移動し、[TAP TEMPO]ボタンを押したまま[▽

PAGE]を押してください。

2. 更に[△PAGE]/[▽PAGE]ボタンを使ってテンポ・イベントのある位置まで移動するとディスプ

レイにテンポの数値が表示されます。

3. [TAP TEMPO]ボタンを押し続けたまま、[ERASE]ボタンを押すと画面が「---BPM」になりテン

ポ・イベントは消去されます。
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■ステップの削除

1. [△PAGE]/[▽PAGE]ボタンで、新しいステップを挿入したい位置のステップを選択します。

2. [ERASE]ボタンを押したままにするとディスプレイに「ERASE STEP?」と表示されます。

そのまま[REC]ボタンを押すとステップが削除されます[ERASE]ボタンから手を離すとキャンセ

ルします。ステップが削除されたことにより、それに続くステップの番号が自動的に変わります。

例: 以前のステップ06が05に、ステップ07が06に変わります)。[ERASE]ボタンと[REC] ボ

タンを押している間、ディスプレイに「STEP ERASED」と表示されます。

■入力したステップの間に新しいステップを挿入する

1. [△PAGE]/[▽PAGE]ボタンで、新しいステップを挿入したい位置のステップを選択します。

例: ステップ04の後に挿入したければ、ステップ05を選びます。

2. [SAVE/COPY]ボタンを押し続けてください。

ディスプレイに「INSERT」と表示されます。

3. [SAVE/COPY]ボタンを押したまま挿入するパターン番号を数値キーもしくは[VALUE]ダイヤ

ルなどで入力したら[REC]ボタンを押してください。

新しいステップが挿入されます。また、ステップが追加されたことにより、それに続くステップの

番号が自動的に変わります。

(例: 以前のステップ05がステップ06に、ステップ06が07に変わります)。
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フット・スイッチによるコントロール
ライブ・パフォーマンスにおいてフット・スイッチによるコントロールが大変重要になって
きます。特にパターンとソングのコントロールをパッドで行っていると、両手が塞がってし
まいます。

SR18にはフット・スイッチコントロール用に、２つのジャック( [Start/Stop]と[Count/A/
B/Fill] )が用意されています。フットスイッチは「オープン・タイプ」及び「クローズ・タイプ」の
２種類のフット・スイッチを使用することができ、電源投入時に自動で認識されますので、フッ
ト・スイッチは電源投入前に接続しておいてください。

フット・スイッチの使い方について:

■テンポを設定する

ソングやパターンの再生を停止している状態で、[Count/A/B/Fill ]ジャックに接続
したフット・スイッチを目的のテンポにあわせて数回タップする（踏む）ことによりテ
ンポを決定することが出来ます。SR18は、タップ間隔の平均値から自動的にテンポ
を割り出します。タップするたびに、更新されたテンポがディスプレイに表示されま
す。[TAP TEMPO]ボタンをタップしても、これと同様の結果が得られます。

■ソング／パターンのスタート

再生をしていない時に、[Start/Stop]に接続したフット・スイッチを踏むと、再生を開
始します（[PLAY]ボタンを押したのと同じ動作をします）。再生中に踏むと、 停止し
ます（[STOP]ボタンを押したのと同じ動作をします）。

■パターン再生中のフィル

パターン再生中に、[Count/A/B/Fill]に接続してあるフット・スイッチを踏むと、
[FILL]ボタンを押したのと同じ動作をします。

■メインパターン(A/B)切り替えのキャンセル

パターン再生中に[FILL]ボタンを押した場合、メインパターンAを再生中はメインパ
ターンBへ（もしくはBの時はAへ）演奏が繋がりますが、[Count/A/B/Fill]端子に接
続したフット・スイッチを踏み続けたままフィルパターンを最後まで演奏させること
で現在演奏中のメインパターンが切り変わらない様にする事が可能です。

※ [FILL]ボタンで行う方法はP.11の「フィルパターンの再生：HINT」で説明してあ
ります）。
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■ソング再生中のソング・ステップの延長

ソング再生中、ソング・ステップが終わった後も[Count/A/B/Fill]端子に接続した

フット・スイッチを踏んだままにすることで、ステップにあるパターンの演奏を繰り

返します。この機能により、ソロを演奏する奏者が小節を延ばしたい時に重宝します。
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システムセットアップ(SYSTEM SETUP)
システムセットアップ・モードでは主にSR18の機能全体に関連する項目を設定します。

このモードに入るには、[SYSTEM SETUP]ボタンを押しま
す。このモード内の項目は各ページに分かれていますので、[△
PAGE]/[▽PAGE]ボタンを使ってページの移動をします。

 PAGE 1：「MIDI CH」 MIDIチャンネル設定

SR18が受信するMIDIチャンネルを1～16、OMNI(全てのMIDI Ch)で設定します。

ドラムサウンド(DRUM)、パーカッション(PERC)、ベースサウンド（BASS）の各インストゥ
ルメントが受信するMIDIチャンネルを個別に設定でき、それぞれ[DRUM]、[PERC]、
[BASS]ボタンで選択し設定します。初期設定ではドラムサウンド(DRUM)とパーカッショ
ン(PERC) が「10」に、ベースサウンド（BASS）が「1」に設定されています。

HINT: SR18は、この3つのインストゥルメント・レイヤーがありますが、この3つのパートに
対して個別のチャンネルを設定することにより、あたかも3パートのマルチティンバー音源
の様に使用する事も可能です。

 PAGE 2：「DRUM IN」/「PERC IN」/「BASS IN」 MIDIノート受信設定

SR18のMIDIノート信号の受信方法を設定します。

このページで、ドラムサウンド(DRUM)、パーカッション(PERC)、ベースサウンド（BASS）
のMIDIノート受信のオン／オフとベロシティカーブを個別に設定することができます。そ
れぞれ[DRUM]、[PERC]、[BASS]ボタンで選択し、設定します。

V1 = 直線的なベロシティカーブです。

V2 = ベロシティの値が小さくても比較的大きなボリュームで発音します。

OFF = 発音しません。

■システムセットアップの保存

このシステムセットアップの設定を、SR18本体内に保存
しておくことで、電源投入時に各設定があらかじめセット
された状態で起動させる事が出来ます。

方法は簡単です。システムセットアップ・モード内で[SAVE/COPY]ボタンを押したままにす
ると[REC]ボタンが点滅し、画面に「SAVE SETUP?」と表示されますので、そのまま[REC]ボ
タンを押して下さい。[SAVE/COPY]ボタンから手を離すとキャンセルになります。
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PAGE 3：「DRUM OUT」 / 「PERC OUT」 / 「BASS OUT」 MIDIノート送信設定

SR18のパッドとパターンやソングが再生するMIDIノート情報を[MIDI OUT]端子から出力
するかの設定をこのページで設定します。

ドラムサウンド(DRUM)、パーカッション(PERC)、ベースサウンド（BASS）のMIDIノート
送信のオン／オフを個別に設定することができます。それぞれ[DRUM]、[PERC]、[BASS]
ボタンで選択し、「ON」もしくは「OFF」の設定します。

HINT: SR18を単体のドラムマシーンとして使用し、かつSR18が外部システム同期のマス
ターになる場合は、このページの設定で3つのインストゥルメントの設定を「OFF」にし、更に
PAGE6：の「CLOCKOUT」を「ON」にすることで、SR18背面の[MIDI OUT]端子からは、MIDI
ノートを出力せずに、クロックのみを出力するようになります。

PAGE 4：「NOTE xxx」パッドのMIDIノートナンバー設定

パッドを叩くことでMIDI OUT端子から出力されるMIDI
ノートナンバーの割り当てをこのページで設定します。

ドラムサウンド(DRUM)、パーカッション(PERC)、それ
ぞれに対して個別に設定することができます。

 

注意: MIDIノートナンバーのパッドへの割り当てはSR18全体に対して作用しています。パ
ターンごと、あるいはソングごとなどの保存はされません。

   

   

 

 

 

DRUMS PERC BASS

※ ベースサウンド（BASS）はMIDIノートナンバーの割り当てを変更できません。このページで
[BASS]ボタンを押すと画面には「N/A」と表示されます。

1. [DRUM]ボタン／[PERC]ボタンを押します。

2. 変更したいパッドを押します。

3. [VALUE]ダイヤルや[▲INC]/[DEC▼]ボタン、も

しくは数値キーで直接MIDIノートナンバーを入力します。

パッド・ノートナンバー初期設定
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PAGE 5：「CLOCK IN」外部からのクロック受信設定

外部のDAWやシーケンサーにSR18を同期させる（スレーブにする）設定をこのページで行います。

外部MIDI機器のMIDI OUT端子からSR18の[MIDI IN]端子へ接続し、このページでの設定
を「ON」にするとSR18は外部からのMIDIクロックによる同期が可能になります。

SR18のパターンやソングを、外部のシーケンサーやDAWアプリケーションなどのテンポ
に同期させる際に「ON」にします。SR18をMIDI音源モジュールとしてのみ使用したい場合
などには「OFF」にするとよいでしょう。

PAGE 6：「CLOCK OUT」 外部へのクロック送信設定

SR18に外部のDAWやシーケンサーを同期させる（マスターにする）設定をこのページで行います。

SR18の[MIDI OUT]端子から外部MIDI機器のMIDI IN端子へ接続し、このページでの設定を
「ON」にすると、SR18からのMIDIクロックで外部接続のMIDI機器の同期が可能になります。

SR18のテンポに、外部のシーケンサーやDAWアプリケーションなど同期させる際に「ON」
にします。

注意: SR18を同期のマスターとして使用する場合はPAGE 5：「CLOCK IN」の設定を「OFF」に
しましょう。

注意: SR18をスレーブ同期させる場合はPAGE 6：「CLOCK OUT」の設定を「OFF」にしましょう。

PAGE 7：「MIDITHRU」MIDIスルーの設定

SR18の[MIDI IN]端子から入力されたMIDI情報（ノート、タイミングクロックなど）をSR18の
[MIDI OUT]端子からそのまま出力（マージ／スルー）させるかどうかの設定をここで行います。

ON = [MIDI IN]端子から入力されたMIDI情報（ノート、タイミングクロックなど）を
そのまま[MIDI OUT]端子から出力します。SR18からのMIDI出力（パッドに
よるMIDIノートオン信号など）を設定されている場合は混ぜて出力します。

OFF = [MIDI IN]端子から入力されたMIDI情報はSR18の[MIDI OUT]端子から出
力されません。

例えばSR18が同期のマスターとなり外部のシーケンサーやDAWをSR18のクロック
によりコントロール、もしくは演奏などをさせている場合に、この設定を「ON」にし、
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PAGE 8：「PRG CHNG」 プログラムチェンジによるドラムセットの切替

外部MIDI機器からのプログラムチェンジ・メッセージを受信するかどうかを設定します。

この設定を「ON」にすることで、SR18は外部からMIDIプログラムチェンジとバンクセレ
クト・メッセージを使用してドラムセット（プリセット／ユーザー）内のドラムサウンド
(DRUM)、パーカッション(PERC)、ベースサウンド（BASS）を自由に切り替えることが
可能です。

注意: MIDIプログラムチェンジ（バンクセレクト）に関する情報は、市販の関連参考書などをご覧下さい。

 
   

 

 

PAGE 9：「TEMPO」 テンポ設定

SR18のテンポに関する設定です。

PERPAT SR18は、通常この「PERPAT」に設定されています。この設定は、パター

ン１つ１つに独立したテンポ情報を持つ事が出来ます。

GLOBAL どのパターンを選択しても設定した1つのテンポを使用し続けます。（ソ

ングデータ内のテンポチェンジは反映されます）

[MIDI IN]端子に外部MIDIキーボードを接続して演奏することでSR18の内部のサウンドや
外部MIDI機器側のサウンドを演奏するといったことも可能となります。（勿論受信側のチャン
ネル設定が適切な状態になっている事が条件となります。詳しくはMIDIの専門書などをご覧
下さい。）
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PAGE 10：「NOTE MAP」 マルチドラムセット・モード

SR18のドラムセットのモードを切り替えます。

SR18のドラムモードは通常、「ノーマル(NORMAL)」モードに設定されており、１つのド
ラムセット内の、ドラム（DRUM）、パーカッション（PERC）に対して、それぞれ12個ずつ
のサウンドが割り当てられています。

ノーマルモードの状態ではドラム、1ショット合わせて同時に24個のサウンドにアクセ
スすることが可能ですが、「マルチドラムセット・モード」を選択することにより、外部MIDI
経由で同時に最大240個（DRUM x 120,PERC x 120）へアクセス可能になります。
これによりSR18を、一般的なドラムマップを持つ外部MIDIサウンドモジュールとして
も使用可能になります。

NORMAL

SR18は、通常この「NORMAL」に設定されています。ドラムセット内のドラム（DRUM）

サウンド、パーカッション（PERC）サウンドに対して、それぞれ12個の異なるサウンドが

セットされます。

D00-09 ～ D90-99、（パーカッション[PERC]選択時は先頭の頭文字が「F」）

これらが選択された状態で「マルチドラムセット・モード」となります。USERバンクのドラ

ムセット「00～09」から「90～99」（10個ずつのまとまり）で選択可能です。

例えば、「D00-09」が選択された場合、USERバンク00番のドラムセットがMIDIノートナ

ンバー00から11まで、USERバンク01番のドラムセットがMIDIノートナンバー12から

23まで、といったように順番に配列されます。詳しくは次ページの表をご覧下さい。

このモード設定は[DRUM]ボタン、[PERC]ボタンでそれぞれに対して個別に設定できます。

注意：マルチドラムセット・モード時に展開されているドラムセットマップの発音は
外部MIDIからの受信時のみ有効です。外部のMIDIコントローラーやシーケンサーの
MIDI OUT端子からSR18の[MIDI IN]端子へ接続して発音させて下さい。

HINT：マルチドラムセット・モード時に展開されているドラムセットマップは、SR18本
体のパターンやソングによって選択されているドラムセットとは別で存在しています。

注意：ベース[BASS]サウンドは、マルチドラムセット・モードに設定できません。
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■マルチドラムセット・モード時のドラムマップ

下の表は「00-09」を選択した場合です。「10-19」を選択した場合は、表の左上隅にあるドラム

セット（DRUMSET）の項目の開始番号をそのまま10に当てはめて考えるだけです。
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PAGE 11：「SET MODE」 ドラムセット設定

ドラムセットを常にパターンに組み込まれたものを使うのかどうかを設定します。

PATT SR18は、通常この「PATT」に設定されています。この設定は、パターン

１つ１つに対して割り当てられたドラムセットを使用します。

MANUAL どのパターンを選択しても選択中のドラムセットが適用されます。一つ

のドラムセットで色々なパターンを演奏させたい時などに便利です。

PAGE 12：「LEDS」LED設定

「OFF」にすることでパッドや[PLAY]ボタン、[TAP TEMPO]ボタンの点灯を解除します。

PAGE 13：「BACKLITE」 ディスプレイ・バックライト設定

ディスプレイのバックライトの明るさを10段階で調整します。「FULL」で最大、「1」で最小にな
り、「0」を選択でバックライトを消します。

PAGE 14：「BATT LVL」 バッテリーレベル

バッテリーレベルを表示します。アダプター使用時には「DC IN」と表示されます。

PAGE 15：「LO BATT」 バッテリーレベル警告設定

バッテリーレベルが警告表示される値をこのページで設定します。

PAGE 16：「MEM FREE」 使用可能メモリの確認

SR18の使用可能なメモリ残量が表示されます(全体量に対するパーセントで表わされます)。

■基礎知識

SR18で適正な操作を行うには、必ずメモリーの「空き」が必要になりますので、時々メモ

リーの状況を確認して下さい。もし使用可能なメモリが15％以下に減ったら、この後の

ページで説明する方法ですぐにデータをセーブしましょう。

メモリの残量が少ないと操作を実行できないことがあります。これはパターンを変更

する前に(長さやオフセットの変更など)空いているメモリ上にパターンの複製を作る

ためです。メモリ残量よりも大きいパターンを変更しようとすると、ディスプレイにメ

モリ空き領域がないという表示がされます。 この場合はすぐにデータを保存するか、不

要なパターンやソングを消去してメモリに空き領域を作ってください。
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■SR18のデータをバックアップする

■保存されたデータをSR18へ送信する

MIDIシステム・エクスクルーシブとして保存されたSR18のソングとパターンのデータを、
外部MIDIシーケンサーからSR18へ送信します。

1.  SR18の電源を落とします。

2. シーケンサー側のMIDI OUT端子からSR18の[MIDI IN]端子へ接続します。

3. [SAVE/COPY]ボタンを押したまま、SR18の電源を入れて

下さい。数秒後、SR18のディスプレイに「RESTORE MIDI」

と表示されます。

4. シーケンサー側のデータを再生させましょう。

転送中、SR18のディスプレイには数値が表示され続けます。

5. 終了したらSR18のパワーを入れなおして終了です。

SR18のソングとパターンのデータを、MIDIシステム・エクス
クルーシブとして外部MIDIシーケンサーなどに送信します。
SR18の[MIDI OUT]端子を受信機器側のMIDI IN端子に接
続します。SR18のデータは数十キロバイト程度ですから、ほ
とんどのシーケンサーなどで簡単に記録できるでしょう。

1. このページに入ると[PLAY]キーが自動的に点滅を始めます。

2. 外部MIDIシーケンサーなど、記録側のほうの録音を開始して下さい。

3. [PLAY]ボタンでSR18からの送信を開始してください。送信中はSR18のディスプレイに

「SENDING MIDI」と表示されます。

4. 転送が終了するとSR18のディスプレイは送信前の状態の「SEND OUT MIDI?」に戻ります。

5. 外部MIDIシーケンサーなど、記録側の録音を停止して下さい。

PAGE 17：「SEND OUT MIDI」

※ シーケンサーなど記録側に録音されたデータは忘れず保存しましょう。
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技術仕様

メイン及びAUX出力: S/N比 94dB A-ウェイテッド
歪率 0.004%未満 @ 1.38KHz
サンプリング: 容量32MB、ビット・デプス16 bit、サンプリング周波数44.1kHz、非
圧縮PCM
パッド: ベロシティー・センス対応×12
MIDI: IN、OUT/THRU
電源: 12VDC 600mAピン・グランド、1.5V 単３電池×６（別売）
重量: 0.94 kg
サイズ: 250mm (幅) x 195mm (奥行き) x 50mm (高さ)
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