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2 Sampling モード
Sampling モードに入る / Sampling モードから抜ける
OS 2.0ではSamplingモードが追加され、これによって、サンプル
編集ができるようになりました。

Samplingモードは、新しくサンプルやマルチサンプル、オーディ
オ・グルーブを作成できるモードです。また、様々なファイル形式
のサンプルやマルチサンプル、サウンドやサウンドのバンクをロー
ドすることもできます。

本機では、WAV、AIFF、SF2のファイル形式をはじめ、コルグ
TRINITYやTRITONのファイル形式のロードも可能です。

サンプルを使用するには、マルチサンプルまたはドラムキットにサ
ンプルを割り当てる（アサインする）必要があります。マルチサン
プルとは、サンプルをキーボード上の任意のエリアにアサインした
ものです。また、ドラムキットは、サンプルをキーボードの個々の
鍵盤ごとにアサインでき、1音につき最大6段階のダイナミック・レ
イヤー（ベロシティの強弱によってサンプルを切り替える機能）に
対応しています。

マルチサンプルは、サウンドにアサインされて初めて演奏可能な状
態になります。サウンドには、通常のサウンドと同様にマルチサン
プルを加工する様々な機能があります。また、サウンドは任意のト
ラックにアサインすることができます。

Samplingモードのパワフルな機能として、タイム・スライス機能も
あります。この機能は、ドラムループなどを個々のショットにスラ
イス（切り分け）し、オーディオ・グルーブを作成することにより
MIDIトラック上にリアルなドラムやパーカッション・パートを作成
することができます。

Warning: ユーザーPCMサンプルが入っている「.SET」フォルダ
をロードすると、それまで本機にメモリーされていたユーザーPCM
サンプルが消去されてしまいます。これを防ぐには、“Save All”
機能のPCMオプションを使用して事前にユーザーPCMサンプルを
保存します（リファレンス・ガイド、149 ページの「すべてのデー
タの保存」参照）。

「.SET」フォルダにユーザーPCMサンプルが入っているかどうかを
確かめるには、そのフォルダを開いてPCMフォルダがあるかどうか
をチェックします。

Hint: 本機にすでにメモリーされているユーザーPCM サンプルを
消去せずに新たなユーザーPCM サンプルをロードしたい場合は、
「.SET」フォルダ単位でロードする代わりに、個々のユーザーPCM
サンプル単位でロードします。

Samplingモードに入る/
Samplingモードから抜ける

• Sound モードに入っている場合、RECORDキーを押すと
Sampling モードに入ります。

• Sampling モードに入っている場合、RECORDキーを押すと
Sampling モードから抜け、Sound モードに戻ります。

サンプルからサウンドを新規作成する
新規サンプルやマルチサンプルを使用して新たなサウンドを作成す
るには、次の手順で行います。

1.  新規サンプルを作成します（4ページの「Sampling: Edit」以降
参照）。

2. ページ・メニューから「Write」コマンドを選択して、作成し
たサンプルを保存します。このとき、Write Sample ダイアロ
グ・ボックスが表示されます（14 ページの「Write Sample
ダイアログ・ボックス」参照）。保存するサンプルに名前を付
け、最終確認をすると保存が実行されます。

3. 保存したら、別のサンプルをロードして新たなサンプルを作成
できます。

4. サウンドに必要なサンプルをすべて作成したら、MENUキーを
押し、サンプルをマルチサンプルにアサインするマルチサンプル
（Multisample）セクションに入ります。このセクションでは、
キーボード上の任意のエリアにサンプルをアサインします。

5. サンプルをすべてマルチサンプルにアサインしたら、ページ・メ
ニューから「Write」コマンドを選択します。このとき、Write
Multisample ダイアログ・ボックスが表示されます（15ページ
の「Write Multisample ダイアログ・ボックス」参照）。保存す
るマルチサンプルに名前を付け、内蔵メモリーに保存します。

6. RECORDキーを押してSampling モードから抜け、Sound
モードに戻ります。

7. 作成するサウンドにイメージが近いサウンドを選択します。

8. MENU キーを押し、Basic: OSC Basic ページに入ります
（リファレンス・ガイド、102ページ）。レイヤーを選択し、次
に作成したマルチサンプルがある RAM バンクを指定します。
そして作成したマルチサンプルを選択します。

9. ページ・メニューから「Write」コマンドを選択し、作成した
サウンドをユーザー・エリアの空いている番号に保存します。

10. 必要に応じて、作成したサウンドをトラックにアサインし、
ページ・メニューから「Write Performance」、「Write
Current Style Settings」または「Write STS」コマンド
を選択し、サウンドをパフォーマンス、スタイル・セッティン
グまたはSTSに保存します。

Sampling モード
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サンプルからドラムキットを新規作成する
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サンプルからドラムキットを新規作
成する
サンプルからドラムキットを新規に作成するには、次の手順で行い
ます。

1.  サンプルを作成します（4ページの「Sampling: Edit」以降をご
覧ください）。

2. ページ・メニューから「Write」コマンドを選択し、作成した
サンプルを保存します。このとき、Write Sample ダイアロ
グ・ボックスが表示されます（14 ページの「Write Sample
ダイアログ・ボックス」参照）。保存するサンプルに名前を付
け、最終確認をすると保存が実行されます。

3. サンプルの保存が済みましたら、次のサンプル作成に使用する
ファイルをロードします。

4. ドラムキット作成に必要なサンプルの作成がすべて済みまし
たら、RECORD キーを押して Sampling モードから抜け、
Sound モードに戻ります。

5. 作成するドラムキットにイメージが近いドラムキットを選択
します。

6. MENUキーを押してDrumKit: Sample Setup（Drum Kits）
ページに入ります（リファレンス・ガイド、106 ページ参照）。
キーとレイヤーを選択し、次にサンプルが入っている RAM バ
ンクを指定し、それから使用するサンプルを選択します。

7. ドラムキットの作成が済みましたら、ページ・メニューから
「Write」コマンドを選択し、ドラムキットをユーザー・ドラム
キット・エリアの空いている番号に保存します。

8. 必要に応じて、作成したドラムキットをトラックにアサイン
し、ページ・メニューから「Write Performance」、「Write
Current Style Settings」または「Write STS」を選択し、
ドラムキットをパフォーマンス、スタイル・セッティングまた
はSTSに保存します。

Hint: ドラムキットはドラムやパーカッション・トラックに適
していますので、スタイル・セッティングにアサインすること
をお勧めします。

オーディオ・グルーブからサウンド
を新規作成する

オーディオ・グルーブを作成する
ドラム・ループなどのオーディオ・グルーブをロードし、それをス
ライスして、個々のパーカッシブ・サンプル、マルチサンプル、MIDI
グルーブを作成します。

1.  Time Sliceページに入ります。スライスが完了したら、その他
の機能で個々のスライスをさらにエディットします。

2. エディットが完了したら、ページ・メニューから「Write」コ
マンドを選択し、スライスしたサンプル、マルチサンプル、サ
ウンド、MIDI グルーブを保存します。保存時には、ユーザー・
サウンド・エリアを指定します。これでサウンド、マルチサン

プル、MIDI グルーブ、スライスされたサンプルが内蔵メモリー
保存されます。

3. RECORD キーを押して Sampling モードを抜け、Sound
モードに戻ります。

オーディオ・グルーブをサウンドにアサインする
次の手順で、作成したマルチサンプルやスライスしたサンプルを
ユーザー・サウンドとして使用することができます。

1.  サウンドで使用するマルチサンプルにアクセスするために、
Soundモードに入ります。

2. 任意のサウンドを選択し、MENU キーを押して Basic: OSC
Basic ページに入ります（リファレンス・ガイド、102ページ
参照）。レイヤーを選択し、次に使用するマルチサンプルが入っ
ているRAMバンクを指定し、それから使用するマルチサンプ
ルを選択します。

3. ページ・メニューから「Write」コマンドを選択し、サウンド
をユーザー・エリアの空き番号に保存します。

オーディオ・グルーブをスタイルやパッドにアサ
インする
オーディオ・グルーブから作成したサウンドは、次の手順でスタイ
ルやパッドで使用することができます。

1.  オーディオ・グルーブから作成したサウンドを、スタイルのト
ラック（多くの場合、ドラムまたはパーカッション・トラックが
適しています）またはパッド・トラックにアサインし、次にペー
ジ・メニューから“Save Current Style Perf.”または
“Write Pad”コマンドを選択します。

2. Style/Pad Recordモードの Import: Import Groove機能
を使用して（リファレンス・ガイド、57ページ参照）、サウン
ドをアサインしたスタイルのトラックにタイム・スライス機能
で生成されたMIDI グルーブをインポートします。MIDI グルー
ブでサウンドを演奏することにより、元のオーディオ・グルー
ブをキーボード上で演奏することができます。

Warning: タイム・スライス機能で生成された MIDI グルーブ
は、本機の電源をオフにすると消去されます。本機の電源をオ
フにする前に MIDI グルーブをスタイルのトラックにインポー
トしてください。
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エディット・メニュー
エディット・メニュー
Samplingモードのどのページからでも、MENUキーを押すことで
エディット・メニューに入ることができます。このメニューから、
Samplingモードの各種エディット機能にアクセスすることができ
ます。

エディット・メニューに入りましたら、エディット・セクションを
選択するか、またはEXITキーを押してメニューから抜けてSample
Editページに戻ります。このページに戻るには、Sample Editメ
ニューを選択することでも戻れます。

このメニューの各アイテムは、それぞれのエディット・セクション
に対応しています。各エディット・セクション・グループには様々
なエディット・ページがあり、それらは画面下部に表示されるタブ
をタッチすることで移動できます。

Sampling: Edit
このページでは、サンプルのカットやトリム、ノーマライズやルー
プ・ポイントのエディットを行います。このとき、サンプルは鍵盤
の全域で演奏できます。

SM (Sample)
選択したサンプル名を表示します。

波形ディスプレイ
選択したサンプルの波形を表示します。波形は、スタート（Start）
とエンド（End）ポイント間をハイライト表示します（背景色は暗
くなります）。

パラメーター

Start (Sample Start)

サンプルのスタート・ポイントです。このポイントをエディットして
サンプルの長さを短くすることもできます（エンド・ポイントもエ
ディットできます）。サンプル・スタートをエディットすると、サンプ
ルの音の先頭部分（アタック部分）をカットすることもあります。

Note: スタート・ポイントを後ろに移動させ、ループ・スタート・
ポイントに達すると、ループ・スタート・ポイントが後ろに移動し
ます。

Warning: エディットしたサンプルを「Write Sample」コマンド
で保存すると、スタートとエンド間以外のデータは消去されます。

Loop Start

Note: このパラメーターは、ループをオンにしていないと無効にな
ります。ループをオンにするには、Sampling: Loop Edit ページの
“Loop On”パラメーターでオンにします（5ページ参照）。

ループ・スタート・ポイントを調整します。ループ・スタート・ポ
イントを調整すると、クリック音が生じることがあります。これは、
ループのスタートとエンド・ポイントとの間でピッチやレベルが
合っていない場合に生じます。このような場合は、ループ・スター
トやループ/サンプル・エンド・ポイントを調整してクリック音がで
ないようにします。

オーディオ・グルーブをエディットする際には、ループ・スタート・
ポイントをサンプル・スタート・ポイントと同じ位置にします。ギ
ターやピアノなどの一般的なサウンドの場合、ループ・スタート・ポ
イントとサンプル・スタート・ポイントは異なる位置に設定されて
います。

End (Sample/Loop End)

サンプルのループ・エンド、サンプル・エンド・ポイントを調整し
ます。通常、このポイントを調整するとサンプルの長さは短くなり
ます。

Warning: エディットしたサンプルを「Write Sample」コマンド
で保存すると、スタートとエンド間以外のデータは消去されます。

Use Zero

このパラメーターをオンにすると、スタートやループ・スタート、エ
ンド・ポイントを調整した際に、ゼロクロス・ポイント（波形がゼ
ロポイントと交差した地点）を選択します。これにより、クリック
音が生じないポイントを見つけやすくなり、より自然なループを作
成することができます。

Length

Sample End (E)Sample Start (S)

Loop

Loop End (E)Loop Start (L)
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OrigNote (Original Note)

サンプルの元々のピッチです。このパラメーターを変更しても音そ
のものに変化はありませんが、サンプルをマルチサンプルにアサイ
ンするときに、サンプルの元々のピッチが分かりやすくなっている
と作業がスムーズに行なえます。

例えば、C4のピッチのサンプルの場合、このパラメーター「C4」に
設定します。サンプルをマルチサンプルにアサインする際、このパ
ラメーターの設定値をベースとし、トランスポーズされることがあ
ります（その必要がある場合のみ）が、これは元々のピッチから大
きくかけ離れてしまうのを防ぐためです。

Zoom
以下のボタンを使用して波形表示のサイズを変更できます。ボタン
の設定値が最大値または最小値に達している場合、ボタンは薄く表
示されます。

垂直方向の波形表示サイズを大きくします（ズーム・
イン）。

垂直方向の波形表示サイズを小さくします（ズーム・
アウト）。

水平方向の波形表示サイズを大きくします（ズーム・
イン）。

水平方向の波形表示サイズを小さくします（ズーム・
アウト）。

フル・ズーム・イン

フル・ズーム・アウト

サンプルの長さを調整して、スムーズにループす
るポイントを見つける
サンプルの長さやループ・ポイントを調整するには、“Loop On”パ
ラメーターにチェックを入れ、“Start”、“Loop Start”、“End”
の各パラメーターを調整してスムーズにループするポイントを見つけ
ます。

例えば、必要となる長さよりも長いオーディオ・グルーブがあるとし
ます。“End”パラメーターでサンプルの後端の不要な部分をカット
し、ループの開始ポイントを“Start”または“Loop Start”の各パ
ラメーターで調整します。

多くの場合、“Use Zero”パラメーターにチェックを入れること
で、ループ・スタートとエンド・ポイントとの間にレベル差がある
ことで発生するクリック・ノイズが入らないスムーズなループにす
ることができます。

Sampling: Loop Edit
ループとは、サンプリングされた音のある区間を繰り返し再生する
ことを指します。また、音のサスティン部分をループ区間にするこ
とで、比較的短いサンプルでも長く伸びた音を作り出すことができ
るテクニックの1つです。サンプリングされた音色の多くは、アタッ
クの段階を過ぎると同じ波形を繰り返し再生するループによるサス
ティン部分に入ります。この「ループ区間の始点」を“Loop Start”
パラメーターで、「ループ区間の終点」を“End”パラメーターでそ
れぞれ設定できます。

このページでは、ループのスタート・ポイント、エンド・ポイント
の両方が波形のゼロ・ポイントに設定することで、スムーズでつな
がりの良いループを作成することができます。

SM (Sample)
選択したサンプル名が表示されます。

Loopダイアグラム
このダイアグラムでは、エンド・ポイントを左側半分に、ループ・ス
タート・ポイントを右側半分に表示します。それぞれのポイント位置
の調整は、“End”、“Loop Start”の各パラメーターで行います。

パラメーター

Start

4ページの「Start (Sample Start)」をご覧ください。

Loop Start

4ページの「Loop Start」をご覧ください。

End

4ページの「End (Sample/Loop End)」をご覧ください。

Use Zero

4ページの「Use Zero」をご覧ください。

Loop Lock

ループ区間の長さを固定することができます。

オフ “Loop Start”、“End”の各パラメーターを別々
に調整できます。

オン “Loop Start”または“End”の各パラメーターを
調整すると、他方もまた調整され、ループ区間の長さ
そのものは変わりません。これは、特定のテンポに合
わせたリズム・ループを作成する際に便利です。

Loop On

ループのオン/オフを切り替えます。

オン ループがオンになり、キーボードを押し続けている
とループ区間（ループ・スタート～エンド間）を繰
り返し再生します。“Loop Start”パラメーターの
設定が “Start” パラメーターと同じ場合は、サン
プルの先頭から繰り返し再生します。
ループがオンの場合、波形表示にループ・ポイント
を示すイエローの縦の線が表示されます。

オフ ループがオフになります。キーボードを押し続けて
いてもサンプルはサンプル・スタートからエンドま
で 1度だけ再生され、繰り返し再生しません。
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Sampling: Sampling Info
クロスフェード
ストリングスや木管アンサンブルなど、波形が複雑な形になるサン
プルのループを、そのリッチな質感のまま作成する場合に必要とな
るのが、クロスフェード・ループです。このタイプのループを使用
することで、ループの始点/終点のピッチやレベルの差を最小限に抑
えることができ、より自然な感じのループを作成できます。また、ク
ロスフェード・ループを使用すると、ループのエンド部分からスター
ト部分にかけて、音が徐々に変化します。

具体的には、クロスフェードの長さ（“Crossfade Length”パラ
メーターで調整できます）に相当するループ・スタート・ポイント
の直前の波形が、ループ・エンド部分の再生中にミックスされます。
このとき、元のサンプル波形の音量がクロスフェードの長さに応じ
て徐々に下がり、ミックスされる波形の音量は同じ長さで徐々に上
がります。

クロスフェード・ループは、“Loop On”パラメーターをオンに
し、“Start”と “Loop Start”の各パラメーターの設定値が異
なっている場合、Crossfadeボタンが画面に表示され、使用できる
状態になります。

Crossfadeボタンをタッチすると、Crossfade Loopダイアログが
表示されます：

Crossfade Length

“Crossfade Length”で、クロスフェードする長さを設定できま
す。設定はサンプル数単位またはパーセンテージ（%）で行えます。
パーセンテージで設定した場合、その設定に応じたサンプル数が自
動的に算出されます。

ここでのパーセンテージは、ループ・スタート・ポイントからエン
ドまでの長さに対するクロスフェードの長さの割合を指します。例
えば50%に設定した場合、クロスフェードの実際の長さはループ・
スタート・ポイントからエンドまでの長さの半分の長さになります。

なお“Crossfade Length”は、サンプル・スタート～ループ・ス
タート・ポイント間の長さ、またはループ・スタート～エンド間の
長さのどちらか短いほうよりも長い設定にすることはできません。

Curve

クロスフェードのボリューム変化カーブを“Curve”で設定しま
す。

Linear ボリュームが直線的に変化します。

Power ボリュームが非直線的に変化するカーブです。
Linear に設定し、クロスフェードの中間部でサンプ
ルの全体的な音量が下がっているように聴こえるこ
とがある場合、Power を使用します。

Sampling: Sampling Info
このページでは、エディット中のサンプルの細かな情報を確認する
ことができます。また、RAMメモリーの残量もチェックできます。

SM (Sample)
選択したサンプル名を表示します。

Sampling Info

Samples

メモリー上にあるサンプルの数を表示します。

Drum Samples

メモリー上にあるドラムサンプルの数を表示します。

Multisamples

メモリー上にあるマルチサンプルの数を表示します。

Available Memory

RAM Bank

本機のサンプル用RAMの容量は192MBです。192MBの範囲内でサ
ンプルのロードやサンプリングを行えます。

Mono Time

サンプル・メモリーの残量を秒数単位で表示します。この表示はモ
ノラル換算したものですので、ステレオ・サンプルの場合はその半
分になります。

Bytes

サンプル・メモリーの残量をバイト単位で表示します。この表示は
モノラル換算したものですので、ステレオ・サンプルの場合はその
半分になります。

Sample Info

Selected Samples

選択したサンプルの容量をサンプル数単位で表示します。

Samples

メモリー上にあるサンプルの全容量をサンプル数単位で表示します。

Sampling Frequency

選択したサンプルのサンプリング周波数をヘルツ（Hz）単位で表示
します。
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Time Slice
タイム・スライス機能はドラムループなどのオーディオ・グルーブ
を個々のショットにスライスし、スタイルやソングのドラムやパー
カッション・トラックで使用しやすい形に変換できる機能です。

タイム・スライス機能の動作について
アタック検出と自動分割プロセッシング：サンプルがドラム・パター
ンなどのループの場合、バスドラムとスネアなどのアタックを検出
し、そのアタックごとにサンプルを自動的に分割して個々のショッ
トにします。

分割された個々のショットはマルチサンプルの各キー（鍵盤）に自
動的にアサインされ、そのマルチサンプルはサウンドに自動的にア
サインされます。

自動的に作成されたマルチサンプルの中では、個々のショットが
キーボードの各キーに1つずつC#3からアサインされます。このマ
ルチサンプルをC#3から順に半音階で演奏すると、元のループを再
現できます。

タイム・スライス機能を実行すると、MIDIグルーブも自動的に生成
されます。これは元のループをアタック検出したときの、個々のア
タックのタイミングをMIDIデータにしたものです。

MIDIグルーブをスタイルのドラムまたはパーカッション・トラック
にインポートすれば（リファレンス・ガイド、57ページの「Import:
Import Groove」参照）、個々のショットのピッチが変化することな
くテンポを変更できます。

ピッチを変えることなくテンポを変更できる以外に、次のことも行
えます

• 個々のショットをプレイする順番の変更

• タイミングの変更

• MIDI グルーブをエディットして元のループとは異なるパターン
の作成

保存について：タイム・スライス機能を実行した後、ページ・メ
ニューから「Write」コマンドを選択してスライスされたサンプルか
ら生成されたサウンドと、同時に生成されたMIDIグルーブを保存す
ることができます。

• サウンドは、内蔵メモリーのユーザー・エリアに保存されます。
保存が完了すれば、他のサウンドと同様にスタイルのドラムまた
はパーカッション・トラックにアサインすることができます。

• マルチサンプルは、保存可能なエリアに自動的に保存されます。

• サンプルは、内蔵メモリーに保存されます。

• MIDI グルーブは内蔵メモリーに一時的に保存されますが、Style 
Record モードのインポート機能を使用するときにのみ使用でき
ます（リファレンス・ガイド、57ページの「Import: Import 
Groove」参照）。

Warning: MIDIグルーブは本機の電源をオフにすると消去されます。

例 1：サンプルとMIDI グルーブ・データの生成

例 2：テンポを変更する

マルチサンプル、サウンド、MIDIグルーブが自動的に生
成されます。

オリジナル・パターン

生成されたMIDIグルーブ

Style Playモードで演奏 

タイム・スライス機能を実行

キック キック キックスネア スネア

120BPM

120BPM

サンプル1 サンプル2 サンプル3 サンプル4 サンプル5

C3

オリジナルのリズム・サンプル

Note:スライスされたサンプルやMIDIデータは「Write」コマンドを実行
してはじめて保存されます。

150BPM

90BPM
テンポを上げると、
各スライスの時間的間隔は短くなりますが、
ピッチは変わりません。

テンポを下げると、
各スライスの時間的間隔は長くなりますが、
ピッチは変わりません。

Note: テンポを変更するには、最初にStyleまたはPad Recordモード
のインポート機能を使用して、タイム・スライス機能を実行したときに
生成されたサウンドをパーカッション・トラックにアサインし、MIDI
グルーブをパーカッション・トラックにインポートします。
スライスする前のサンプルのテンポよりも遅いテンポでプレイする場
合、個々のスライスの間に無音部分ができることがあります。このよう
な場合、Extend機能で各スライスの終端部分を自動的にスムーズにす
ることができます。
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例 3：MIDI グルーブをエディットしてパターンを組み替える

サンプル・ダイアグラム
このダイアグラムでは、サンプルの波形とともにスライスしたポイ
ントも表示します。下図はスライスする前の波形表示です：

こちらはスライス実行後の波形表示です：

テンポ関連の情報 
(Metronome Information)

Meter

このパラメーターで元のサンプルの拍子を設定できます。

Measure

元のサンプルの小節数をこのパラメーターで設定できます。多くの
場合、1または2小節のオーディオ・グルーブをロードします。

BPM

このパラメーターで元のサンプルのテンポ（BPM単位）を設定しま
す。本 機 で は、サ ン プ ル の ス タ ー ト、エ ン ド・ポ イ ン ト
や、“Meter”、“Measure”の各パラメーターの設定値からテン
ポを自動的に算出します。

テンポの設定は、自動的に算出されたテンポよりも低く（遅く）す
る 場 合 に の み 行 え ま す。こ れ は、元 の サ ン プ ル が
“Meter”、“Measure”の各パラメーターの設定よりも実際には
短かった場合にテンポを再調整できるというメリットがあります。

上の図では、サンプルは2小節目の前半までしかありません。このよ
うな場合、元のサンプルの実際のテンポは100だったとしても、自動

算出では130と出てしまいます。そこでテンポを100に再調整し、元
のサンプルにはない2小節目の後半部分をそのサンプルの一部を流
用して補い、スムーズにつながるループを作成することができます。

タイム・スライス機能
詳しくは、9ページの「タイム・スライスの手順」をご覧ください。

Release

このパラメーターで、アタック検出の頻度を調整し、スライスする
数を調整できます。例えば、以下の図では、このパラメーターの値
が大きすぎる（リリース・タイムが長すぎる）ために、2つめのア
タックを検出していません：

Note: このパラメーターの設定を変更した場合は、もう一度「Slice」
コマンドを実行してください。

Threshold

アタックを検出する感度をこのパラメーターで調整できます。設定
値が低すぎると、弱いショットのアタックを検出しなくなります。

Note: このパラメーターを変更しても「Slice」コマンドを再実行す
る必要はありません。変更した結果がすぐにスライスに反映されます。

Attacks

このパラメーター（設定の変更はできません）は、検出されたアタッ
クの数を表示します。1つのスライスの中に複数のアタックを検出する
場合もあります。そのような場合には、“Release”、“Threshold”
の各パラメーターの設定を変更してアタックの数を調整することがで
きます。

Slices

このパラメーター（設定の変更はできません）は、スライスの数を
表示します。“Release”、“Threshold”の各パラメーターの設
定を変更して、スライスの数を調整することができます。

Note: スライス数の上限は 100 スライスです。

Slice

Time Sliceページに入り、タイム・スライスを行うときや、“Release”
パラメーターの設定を変更した後に、このコマンドを実行します。この
コマンドは、サンプリングを行ったときやサンプル・ファイルをロード
したとき以外は、選択できないようになっています。

タイム・スライスが実行される範囲は、サンプルのスタートからエ
ンド・ポイントまでの間です。この2つのポイントは、Sample Edit/
Sample Recordセクションの“Start”、“End”の各パラメー
ターで設定できます。

MIDIグルーブをエディット
する

Note: MIDIグルーブをエディットするには、最初にStyleまたはPad 
Recordモードのインポート機能を使用してMIDIグルーブをインポー
トし、イベント・エディット機能でMIDIグルーブをエディットします。

Meas.1 Meas.2
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Extend機能
詳しくは、10ページの「Extendの手順」をご覧ください。

スライスしたオーディオ・グルーブを元のテンポよりも遅く再生し
た場合、スライスしたサンプル同士の間にギャップ（無音部分）が
生じます。Extend機能は、各スライスに終端部分を付け足して、各
スライスが自然に減衰しているような状態にし、よりスムーズな
オーディオ・グルーブにすることができます。

Note: Extend 機能はタイム・スライス実行後にのみ使用できます。

Note: Extend 機能を使用すると、サンプルの容量が大きくなります。

By

このパラメーターで、各スライスに付け足す終端部分の長さをパー
センテージで設定できます。高い値に設定するほど、サンプルの容
量が大きくなります。多くの場合、20～30%で程良い効果が得られ
ます。

Warning: “By”パラメーターの設定値が高すぎると、逆に不自然な
音になる場合があります。

Mode

このパラメーターで付け足した終端部分を直線的に減衰させるか、
緩やかな減衰を一定時間保ってから急激に減衰させるかを選択でき
ます。

Normal 終端部分が直線的に減衰します。比較的短いパー
カッシブな音に適しています。

Long 終端部分は一定時間緩やかに減衰していき、その後
急激に減衰します。シンバルなど、長めの音に適し
ています。

Extend

このボタンをタッチするとExtend機能が実行されます。実行後、こ
のボタンは選択できないようになります。このページのパラメー
ターの設定を変更すると、再び実行できるようになります。

タイム・スライスの手順
タイム・スライス機能を使用するには、事前にサンプリングを行う
か、またはサンプルをロードする必要があります。次に、必要に応
じてSampling: Editページでサンプルのエディットを行い、それか
らスライスを行います。

1.  サンプリング実行後、またはサンプルをロード後にTime Slice
ページに入ります。

2. 本機は、サンプルの “Meter”、“Measure” の各パラメー
ターの設定値からテンポを自動的に算出します。事前にテンポが
分かっている場合は、“Meter”、“Measure”、“BPM”
の各パラメーターの設定を行います。テンポの設定がサンプルの
実際のテンポに合っていると、より正確なスライスが行えます。

3. 「Slice」コマンドを選択します。

スライスを実行すると、スライスされた各サンプルが 1つずつ
別々の鍵盤にアサインされます：

このとき、元のサンプルと同じパターンの MIDI グルーブが生
成されます。また、スライスしたポイントが縦線で画面に表示
されます：

Extend実行前

Extend実行後

終端部を追加”

キー アサインされたサンプル /パターン 再生スピード %

C2 スライス前のパターン（元の半分のスピード） 50%

C#2

スライス前のパターン（遅いスピード）

53%

D2 56%

D#2 60%

E2 63%

F2 67%

F#2 71%

G2 75%

G#2 80%

A2 84%

A#2 89%

B2 94%

C3 スライス前のパターン（元のスピード） 100%

C#3 以上 スライスされたサンプル –

C2～B2: スライス前の
パターン（遅いスピード）

スライスされた各サンプル

C3: スライス前のパターン（元
のスピード）
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4. 各スライスが正確にスライスされているか、キーボードを弾い
てチェックします。

• 元のサンプルを異なるスピードで確認するには、キーボード
のC2（1/2 のスピード）からC3（元のスピード）までの範
囲を弾くと確認できます。

• 各スライスを確認するには、キーボードの C#3 から上を弾
くと確認できます。このとき、C#3 から上へ順に半音階で
キーボードを弾くと、元のサンプルと同じパターンで演奏で
きます。

Hint: キーボードのキーが足りないほどスライスが多い場合
は、OCTAVE キーを使用してキーボードをトランスポーズさ
せるとすべてのスライスを確認できます。

5. スライスがあまり正確に実行されなかった場合は、“Release”
パラメーターを調整し、再びスライスを実行します。それでもう
まくスライスしなかった場合は、“Threshold” パラメーター
も調整します。“Release”パラメーターを調整した場合は、必
ずもう一度スライスを実行してください。

6. テンポの端数調整の関係でスライスがあまり正確に実行されなかっ
た場合は、 Sampling: Edit ページにある “Start”、 “End”
の各パラメーターを再調整すると、 より正確にスライスさせること
ができます。 これらのパラメーターを再調整した場合は、 必ずも
う一度スライスを実行してください。

Time Slice 機能にはいわゆる「攻略法」がありませんので、
各パラメーターの設定を様々に実験しながらベストなスライ
スを作成してください。

7. スライスが完了しましたら、スライスされたサンプル、MIDI
グルーブを保存します。または、Extend 機能を使用して各ス
ライスをより自然なスライスにしてから保存することもでき
ます。

保存は、ページ・メニューから「Write」コマンドを選択しま
す。このとき、Write Slice ダイアログ・ボックスが表示され
ます（15 ページの「Write Slice ダイアログ・ボックス」参
照）。また、新しく作成されたサウンドに名前を付けることも
可能です。保存は、ユーザー・サウンド・エリアに行います。

MIDI グルーブは、サウンドに付けた名前と同名で内蔵メモリー
に保存されますが、この保存は一時的なもので、本機の電源を
オフにすると消去されますので、本機の電源をオフにする前
に、Style または Pad Record モードのインポート機能を使っ
て内蔵スタイル・パターンに変換してください。

• Extend 機能を使用すると、各スライスの終端部分をより自
然な減衰にすることができます（後述の「Extend の手順」
参照）。

8. 保存が済みましたら、RECORDキーを押してSamplingモー
ドから抜けることができます。

9. Sampling モードから抜けましたら、スライス実行時に生成さ
れた MIDI グルーブを、Style または Pad Record モードに
あるインポート機能を使ってロードします（リファレンス・ガ
イド、57ページの「Import: Import Groove」参照）。

Extendの手順

1.  スライスを使用するテンポに応じて、“By”パラメーターの設
定をします。元のオーディオ・グルーブよりも大きくテンポを
落とした状態でスライスを使用する場合、このパラメーターの
値を大きくします。それ以外の場合は、このパラメーターを低
めに設定します。

2. “Mode”パラメーターの設定をします。シンバルなど、長め
の音には「Long」が適しています。

3. 「Extend」コマンドを選択して実行します。

4. 「Extend」コマンドを実行しましたら、キーボードのC2（1/
2 倍速）からC3（元のスピード）までの範囲で、元のオーディ
オ・グルーブを異なるスピードでチェックすることができま
す。詳しくは 9ページの表をご覧ください。

5. Extend の結果が思わしない場合は、“By”、“Mode” の
各パラメーターを再調整します。再調整をすると、それ以前の
設定は消去されます。

6. Extend が完了しましたら、スライスと Extend処理されたサ
ンプル、MIDI グルーブを内蔵メモリーに保存します。

保存は、ページ・メニューから「Write」コマンドを選択しま
す。このとき、Write Slice ダイアログ・ボックスが表示され
ます（15ページの「Write Slice ダイアログ・ボックス」）。新
しく作成されたサウンドに名前を付け、ユーザー・サウンド・
エリアに保存します。

MIDI グルーブは、サウンドに付けた名前と同名で内蔵メモリー
に保存されますが、この保存は一時的なもので、本機の電源を
オフにすると消去されますので、本機の電源をオフにする前
に、Style またはPad Record モードのインポート機能を使っ
て内蔵スタイル・パターンに変換してください。

7. 保存が済みましたら、RECORDキーを押してSamplingモー
ドから抜けることができます。

8. Sampling モードから抜けましたら、スライス実行時に生成さ
れた MIDI グルーブを、Style または Pad Record モードに
あるインポート機能を使ってロードします（リファレンス・ガ
イド、57ページの「Import: Import Groove」参照）。
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Multisample: Edit MS
マルチサンプルは、複数のサンプルをキーボード上に配置し、ひと
まとまりの状態にしたものを指します。各サンプルは、それぞれ音
域を区切られたキーボード・ゾーン（またはインデックス）にアサ
インされます。

マルチサンプルは、サウンドにアサインされて初めて演奏可能な音
色として使用できます（リファレンス・ガイド、102ページの「Basic:
OSC Basic」参照）。また、サウンドの各種パラメーター（エンベ
ロープやLFO、フィルターなど）を使用して最終的な音色に仕上げ
ることができます。

MS (Multisample)
このエリアをタッチするとマルチサンプルを選択するウィンドウが
表示され、選択するとそのマルチサンプルがメモリー上に呼び出さ
れます。

キーボード・ダイアグラム
選択したインデックス/キー・ゾーンがハイライト表示され、“Original
Note”が赤く表示されます。キーボードの図の左右にある「－」や「＋」
のボタンで表示範囲をオクターブごとに切り替えられます。

Multisample Setup

Index

選択したインデックス（またはキー・ゾーン）の番号と、マルチサ
ンプル内の全インデックス数を表示します。各インデックスには必
ず1つのサンプルが対応します。

インデックスは、そのインデックスに対応している範囲のキーボー
ドを弾くことで選択することもできます。

Sample Number/Name

選択したインデックスに対応しているサンプルの名前とその番号が
表示されます。

Original Note

このパラメーターで、アサインされているサンプルのピッチとキー
ボードの音程を自動的に合わせることができます。サンプルのピッ
チとキーボードが合っている場合、そのキーを弾くとサンプルの元
のピッチのまま再生できます。

サンプルの作成時に“OrigNote (Original Note)”パラメーターを
サンプルのピッチと同じ音程に設定しておく（5ページ参照）と、効
率的に作業を進めることができます。

このパラメーターで設定されたピッチは、キーボード・ダイアグラ
ム上に赤く表示されます。

Level

選択したインデックスの音量レベルを調整します。このレベルは、他
のインデックスとの音量バランスを相対的に調整するためのもの
で、マイナス方向にのみ調整できます。

Pitch

選択したサンプルのファイン・チューニングをセント単位で行えま
す（1セントは半音の1/100です）。

From … To

選択したインデックス（キー・ゾーン）の音域を設定します。最小
サイズはキーボードのキー1つ分です。インデックスの範囲を変更し
て狭くすると、空白部分ができないように、隣り合ったインデック
スの範囲が自動的に拡大します。

Hint: 無音のインデックスを作成する場合は、インデックスを作成
し、サンプルをアサインしないことで作成できます。

ボタン類

Insert

Insertボタンをタッチすると、そのとき選択されていたインデックス
が半分に分割され、そのインデックスの左側に新しいインデックス
を作成します。

Add

Addボタンをタッチすると、それまで最後に作成したインデックス
の隣に新しいインデックスを作成します。

Delete

Deleteボタンをタッチすると、選択したインデックスを消去します。
このとき、消去されたインデックスの右隣にあるインデックスが、消
去したインデックスの範囲まで拡大します。
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Multisample: Key Assign
このページでは、マルチサンプルの各インデックス（キー・ゾーン）
にアサインされたサンプルを確認したり、エディットすることがで
きます。また、このページでは、鍵盤上のインデックスの範囲とそ
のサンプルが見やすくレイアウトされています。

MS (Multisample)
11ページの「MS (Multisample)」をご覧ください。

サンプル・リスト
選択したマルチサンプルにアサインされているサンプルがリスト表
示されます。リストの上下にある矢印の付いたボタンをタッチする
と、リストをスクロールさせることができます。

キーボード・レンジ
サンプル・リストにあるサンプル名の隣に、そのサンプルが入って
いるインデックスの範囲（音域）が表示されます。また、“Original
Note”が赤く表示されます。

ページ・メニュー
ページ・メニュー・アイコンをタッチするとページ・メニューが開
き、その中からコマンドを選択することができます。ページ・メ
ニューを閉じるときは、メニューのコマンド名以外の場所をタッチ
します。

Write

「Write」コマンドを選択すると、Write Sample、Write
MultisampleまたはWrite Sliceダイアログ・ボックスのいずれかが
開き（どのダイアログ・ボックスが開くかは、そのとき選択してい
たアイテム（サンプル、マルチサンプル、タイム・スライス）によっ
て変わります）、各アイテムの保存を行えます。

• Write Sample：サンプルを内蔵メモリーに保存します。詳しく
は、14ページの「Write Sample ダイアログ・ボックス」をご
覧ください。

• Write Multisample：マルチサンプルを内蔵メモリーに保存しま
す。詳しくは、15ページの「Write Multisample ダイアログ・
ボックス」をご覧ください。

• Write Slice：タイム・スライスを実行した後、サウンド、マルチ
サンプル、スライスされたサンプルを内蔵メモリーに保存する際
にこのコマンドを選択します。詳しくは、15ページの「Write 
Slice ダイアログ・ボックス」をご覧ください。

Delete

このコマンドを選択すると、Delete SampleまたはDelete
Multisampleダイアログ・ボックスが開き（どのダイアログ・ボッ
クスが開くかは、そのときに選択していたアイテムによって変わり
ます）、サンプルまたはマルチサンプルを削除できます。

• Delete Sample：1 つまたはすべてのサンプルとマルチサンプル
を内蔵メモリーから削除します。詳しくは、15ページの
「Delete Sample ダイアログ・ボックス」をご覧ください。

• Delete Multisample：1つのマルチサンプル、またはすべての
サンプル、マルチサンプルを内蔵メモリーから削除します。詳し
くは、16ページの「Delete Multisample ダイアログ・ボック
ス」をご覧ください。

Normalize

このコマンドを選択すると、選択していたサンプルの音量レベルを
自動的に大きくします。このとき、ピーク部分のレベルは音がクリッ
プする寸前の-0dBに引き上げられます（ピーク以外の部分のレベル
も比例して引き上げられます）。

ノーマライズを行うことにより、サンプル同士の音量差をなるべく
小さくし、レベルがよりそろった状態にすることができます。また、
信号レベルを大きくすることで、ノイズ・レベルを相対的に小さく
することができ、S/N比の向上にも役立ちます。

Cut

このコマンドを選択すると、サンプル内の選択した範囲をカットし
ます（“Start”から“End”までの間をカットします）。

Trim/Crop

このコマンドを選択すると、サンプル内の選択した範囲以外をカッ
トします（“Start”から“End”までの範囲以外をカットします）。

Select All

サンプルをすべて選択します。

サンプ
ル・リ
スト

キーボード・レンジ
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Init Multisample

このコマンドは、マルチサンプルのページでのみ選択できます。こ
のコマンドを選択すると、マルチサンプルを新規作成します。この
とき、インデックスが1つだけで、サンプルがアサインされていない
状態のマルチサンプルが作成されます。

Load Sample

このコマンドを使用して、KSF、AIFFまたはWAV形式のサンプル・
ファイル（モノラルまたはステレオ）をロードすることができます。

Warning: サンプルをロードすることにより、そのときエディット
中だったサンプルは保存していない場合、エディット内容が消去さ
れてしまいます。エディット中のサンプルがあり、別のサンプルを
ロードしたい場合は、ロードをする前に、エディット中のサンプル
を必ず内蔵メモリーに保存してからロード作業を行ってください。

サンプルをロードすると、サンプル・エディターに入ります（まだ
保存されていません）。Samplingモードから抜ける場合、まだ保存
されていないサンプルがあるときは、「Write」コマンドを選択して
サンプルを新規サンプルとして保存します。

•「KSF」は、コルグのサンプル・ファイル形式で、TRINITY や
TRITONシリーズ・ワークステーションや、Paシリーズで使用
しているファイル形式です。ファイル名には「.KSF」の拡張子が
必要となります。

•「AIFF」は、アップル社のMac で使用しているオーディオ・
ファイル形式です。ファイル名には「.AIF」の拡張子が必要とな
ります。

•「WAVE」は、マイクロソフト社のWindows で使用している
オーディオ・ファイル形式です。ファイル名には「.WAV」の拡
張子が必要となります。

Note: ロードできるサンプルは、8または 16ビットで、サンプリン
グ周波数は 11.025kHz から 48kHz のファイルです。ロードされた
サンプルは、オリジナルの状態（ビット、サンプリング周波数）の
ままとなります。

Note: 本機で使用できる最大サンプル（1メガサンプル=1,048,576
サンプル：モノラルまたはステレオ）を超えるサンプルをロードし
た場合は、超えた分がカットされます。またこのとき、警告メッセー
ジが画面に表示されます。

Hint: この画面が開いているときはサーチ機能が使用でき、本機に
接続されているストレージ・デバイスなどに入っているサンプルを
検索することができます。

Import

このコマンドを使用してPaシリーズのファイル形式以外のサウンド
やマルチサンプル（マルチサンプルにアサインされているサンプル
も含みます）をインポートすることができます。

このコマンドでインポートできるのは、次のファイル形式です：

• PCG：「PCG」はコルグのプログラム（音色：本機の「サウン
ド」に相当します）のファイル形式で、TRITONシリーズ・ワー
クステーションで使用されています。ファイル名には「.PCG」
の拡張子が必要となります。Note：PCGファイルに含まれるド
ラムキットはインポートされません。
PCGファイルをインポートする際、プログラムを 1つだけイン
ポートするか、またはバンク全体をインポートするかを選択でき
ます：

「Program」を選択すると、プログラムを1つだけインポートしま
す。プログラム番号をタッチしてインポートしたいプログラムを
選択します。次に、インポート先となるサウンドのバンクと番号
を選択します。

「Bank」を選択すると、選択したバンクに入っているすべてのプ
ログラムをインポートします。インポートしたいバンクを選択し、
インポート先となるバンク名を選択します。

•「KMP」は、コルグのマルチサンプルのファイル形式で、
TRINITY や TRITONシリーズ・ワークステーションで使用され
ています。ファイル名には「.KMP」の拡張子が必要となります。

•「SF2」はCreative Lab. 社のファイル形式で、ファイル名に
「.SF2」の拡張子があります。このファイルのマルチサンプルを
インポートすることができます。コルグのファイル形式との違い
が大きいため、一部のSF2 ファイル（インデックスがオーバー
ラップしているもの等）はインポートできません。
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SF2ファイルをインポートする際、マルチサンプルを1つだけイン
ポートするか、またはバンク全体をインポートするかを選択でき
ます：

「Multisample」を選択すると、マルチサンプル（SF2インストゥ
ルメント）を1つだけインポートします。マルチサンプル番号を
タッチしてインポートしたいマルチサンプルを選択します。

「Complete Bank」を選択すると、選択したバンクに入っている
すべてのマルチサンプルをインポートします。

“Override Sample Names”にチェックを入れてマルチサン
プルをインポートすると、インポートするマルチサンプルにアサ
インされているサンプル名が、マルチサンプルと同名になり、マ
ルチサンプル名の直後に番号が連番で入ります。例えば、インポー
トするマルチサンプル名が「Piano」の場合、そのマルチサンプル
にアサインされているサンプルの名称が「Piano_001」、
「Piano_002」というようになります。

Hint: サンプル等のファイルをインポートする際に、メモリー容量
が足りないという内容のメッセージが表示された場合、メインの
Samplingページに戻り、「Delete」コマンドでサンプル・メモ
リーを消去してからもう一度インポートの作業を行います。バン
ク全体をインポートするよりも、マルチサンプル単体をインポー
トする場合のほうが、不要なデータをインポートしてしまうリス
クを小さくできます。

インポートしたサウンドやマルチサンプルは自動的に内蔵メモリー
に保存され、本機の電源をオフにしても消去されません。

Note: 本機と TRITONでは、内蔵マルチサンプルの多くで同じもの
を使用していますが、異なるものもあります。PCGファイルをイン
ポートする際、本機は TRITONで使用しているのと同一のマルチサ
ンプルを使用するように動作しますが、それが不可能な場合は、
TRITON で使用しているものに近いマルチサンプルを自動的にサー
チします。そのようなマルチサンプルが見つからない場合は、空白
のマルチサンプルが選択された状態になります。このような場合、イ
ンポート完了後にSound モードに入り、インポートしたプログラム
に適したマルチサンプルを手動で設定してください。

Note: 本機のインポート機能では、TRITONのPCGファイルに入っ
ているデータをすべてインポートできるわけではありません。例え
ば、TRITON のインサート・エフェクトやアルペジエイター、コン
ビネーション、グローバル、ドラムキットのデータはインポートさ
れません。

Note: ドラムキットのインポートはできません。

Note: マルチサンプルには多くのサンプルが入っていることがあり
ます。これらのサンプルは、オリジナルのマルチサンプルと同じ状
態でキーボード上にアサインされた状態でインポートされます。

Hint: KMP ファイルをインポートする場合、インポート完了後に
Sound モードに入り、新たに作成されたサウンドにそのマルチサン
プルをアサインする必要がありますので、インポートするマルチサ
ンプル名をメモに取るなどして忘れないようにします。

Hint: この画面が開いているときはサーチ機能が使用でき、本機に
接続されているストレージ・デバイスなどに入っているサンプルな
どを検索することができます。

Export

そのとき開いているページがSample Edit / Sample Recordセク
ションか、またはMultisampleセクションかによって、そのサンプ
ルまたはマルチサンプルをコンピュータで一般的なオーディオ・
ファイル形式（WAVEやAIFF）またはコルグのマルチサンプル・
ファイル形式のKMPファイルにエクスポート（書き出し）すること
ができます。

詳しくは、16ページの「Export Sampleページ」または「Export
Multisampleページ」をご覧ください。

Exit from Record

Samplingモードから抜けるときに、このコマンドを選択します。

Write Sampleダイアログ・ボックス
Sample Edit / Sample Recordセクションを開いているときに、
ページ・メニューから「Write」コマンドを選択すると、このダイア
ログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、サ
ンプルを内蔵メモリーに保存することができ、本機の電源をオフに
してもサンプルをメモリーしたままの状態にできます。

サンプルに元の名前とは異なる名前を付ける場合は、  （テキス
ト・エディット）ボタンをタッチしてText Editウィンドウを開きます。

パーカッシブなサンプルを保存する場合は、“Drum Sample
family”を、保存するサンプルに適したものに設定します。

サンプルの保存方法は、次の2種類から選択できます：

•「Save as a new Sample」を選択すると、新規サンプルとして
保存します。

•「Save to」を選択すると、元のサンプルに上書き保存します。
Warning：上書き保存をした場合、元のサンプルは消去されてし
まいますのでご注意ください。
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Write Multisampleダイアログ・
ボックス
Multisampleセクションを開いているときに、ページ・メニューか
ら「Write」コマンドを選択すると、このダイアログ・ボックスが開
きます。このダイアログ・ボックスでは、マルチサンプルを内蔵メ
モリーに保存することができます。マルチサンプルは、キーボード
上にサンプルをどのように配置しているかを設定したもので、サウ
ンドの重要なパーツの1つとして使用されます。

マルチサンプルに元の名前とは異なる名前を付ける場合は、 
（テキスト・エディット）ボタンをタッチしてText Editウィンドウ
を開きます。

マルチサンプルの保存方法は、次の2種類から選択できます：

•「Save as a new Multisample」を選択すると、新規マルチサン
プルとして保存します。

•「Save to」を選択すると、元のマルチサンプルに上書き保存しま
す。Warning：上書き保存をした場合、元のマルチサンプルは消
去されてしまいますのでご注意ください。

Write Sliceダイアログ・ボックス
Time Sliceページに入っている状態で、ページ・メニューから
「Write」コマンドを選択すると、このダイアログ・ボックスが開き
ます。このダイアログ・ボックスでは、スライスしたサンプル、そ
のサンプルがアサインされているマルチサンプル、そしてそのマル
チサンプルがアサインされているサウンドの保存と、スライス実行
により生成されたMIDIグルーブの保存が行えます。

このダイアログ・ボックスで保存を行うと、サンプルは内蔵メモリー
に、マルチサンプルは内蔵メモリーの空きエリアに、サウンドは内
蔵メモリーのユーザー・バンク（指定できます）にそれぞれ保存さ
れます。

Note: MIDI グルーブは一時保存エリアに自動的に保存され、本機の
電源をオフにすると自動的に消去されてしまいます。このため、本
機の電源をオフにする前に、Style または Pad Record モードにあ
る Import: Import Groove機能を使ってMIDIグルーブをインポー
トしてください。

Warning: サウンドを保存する際にすでにサウンドが入っている番
号を指定すると、その番号に上書き保存され、元のサウンドは消去
されてしまいますのでご注意ください。

!

Name

 （テキスト・エディット）ボタンをタッチすると、保存するサ
ウンドに新しい名前を付けることができます。

Sound Bank

サウンドを保存するバンクを指定します。各バンクは本機のパネル
上にある各SOUNDキーと対応しています。バンクの選択は、バ
リュー・ダイヤルで行えます。

Sound

選択したバンクから、サウンドを保存する番号を選択します。選択
は、バリュー・ダイヤルで行えます。

Select…

このボタンをタッチすると、Sound Selectウィンドウが開き、サウ
ンドを保存する番号を選択できます。

Delete Sampleダイアログ・ボックス
Samplingモードの、Sample Edit / Sample Recordセクションにあ
るいずれかのページに入っている状態で、ページ・メニューから
「Delete」コマンドを選択すると、このダイアログ・ボックスが開きます。

Selected

このコマンドを選択し、消去したいサンプルの番号を選択すると、そ
のサンプルを内蔵メモリーから消去できます。

Not assigned to any Multisample/Drumkit

このコマンドは、マルチサンプルやドラムキットにアサインされて
いないサンプルのみを消去したいときに使用します。

Note: このコマンドを使用すると、まだマルチサンプルやドラム
キットにアサインする予定でキープしておいたサンプルも消去して
しまいますので、十分にご注意ください。このコマンドは、マルチ
サンプルやドラムキットにアサインされていないサンプルがあり、
かつそれらを消去しても問題のないことがハッキリしている場合に
のみご使用ください。

All Samples, Multisamples, Drum Samples

このコマンドは、内蔵メモリーに保存されているすべてのサンプル、
マルチサンプル、ドラムサンプルを消去するときに使用します。こ
のコマンドはトラブルなどが発生し、サンプルRAMを完全にクリア
してリセットしたい場合に使用します。
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Delete Multisampleダイアログ・
ボックス
Samplingモードのマルチサンプル・セクションのいずれかのページ
に入っている状態で、ページ・メニューから「Delete」コマンドを
選択すると、このダイアログ・ボックスが開きます。

•「Selected」を選択し、消去したいマルチサンプルの番号を選択
すると、そのマルチサンプルが内蔵メモリーから消去されます。

“Delete Unassigned Samples”にチェックを入れると、選択し
たマルチサンプルを消去するときに、そのマルチサンプルにアサイ
ンされていたサンプルを消去すると同時に、その他のマルチサンプ
ルにアサインされていないすべてのサンプルも消去します。

Note: このオプションを使用すると、マルチサンプルやドラム
キットにアサインする予定でキープしておいたサンプルもすべて
消去されてしまいますので、十分にご注意ください。このオプショ
ンは、マルチサンプルやドラムキットにアサインされていないサ
ンプルを消去しても問題のないことがハッキリしている場合にの
みご使用ください。

•「Multisample」を選択すると、すべてのマルチサンプルを消去
します。このとき、マルチサンプルにアサインされていたサンプ
ルは消去されません。

•「All Samples, Multisamples, Drum Samples」を選択すると、
すべてのサンプル、マルチサンプル、ドラムサンプルを内蔵メモ
リーから消去します。このコマンドはトラブルなどが発生し、サ
ンプルRAMを完全にクリアにし、リセットしたい場合に使用し
ます。

Export Sampleページ
SamplingモードのSample Edit/Sample Recordセクションにあ
るいずれかのページに入っている状態で、ページ・メニューから
「Export」コマンドを選択すると、このページが開きます。

最初に、サンプルをエクスポート（書き出し）して保存する場所を
選択します：

次にSaveボタンをタッチします。このとき、Export Sampleダイ
アログ・ボックスが開きます：

Original Name

元のサンプルの名前です。ここに表示されたサンプルがエクスポー
トされます。

File Name

エクスポートするファイルの名前です。新たに名前を付けることも
できます。

File Type

エクスポートするファイルのフォーマット（ファイル形式）を選択
します。

WAV Windows PC で広く利用されているオーディオ・
ファイルの形式です。

AIFF Mac で一般的なオーディオ・ファイルの形式です。
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Export Multisampleページ
Samplingモードのマルチサンプル・セクションのいずれかのページ
に入っている状態で、ページ・メニューから「Export」コマンドを
選択すると、このページが開きます。

最初に、マルチサンプルをエクスポート（書き出し）して保存する
場所を選択します：

次にSaveボタンをタッチします。このとき、Export Multisample
ダイアログ・ボックスが開きます：

この機能を使用して、マルチサンプル・セクションでエディット中
のマルチサンプルと、そのマルチサンプルにアサインされているサ
ンプルを、内蔵メモリーからエクスポート（書き出し）することが
できます。この機能によりエクスポートされるファイルは、「.KMP」
ファイルというコルグ専用のマルチサンプル・ファイルのフォー
マットです。またサンプルは、「.KSF」ファイルというコルグ専用の
サンプル・ファイルのフォーマットで書き出され、1つのフォルダに
まとめて保存されます。

Note: ステレオのマルチサンプルをエクスポートする際には、上書
きされてしまうのを防ぐため、左右のチャンネルごとに異なる名前
を必ず付けるようにしてください。通常、ステレオのマルチサンプ
ルの場合、ファイル名の末尾に「-L」や「-R」が付いています。

様々なサンプルを1つにまとめる
「.SET」フォルダをロードすると、すべてのユーザー・サンプルがメ
モリーから消去されます。様々なソースから集めてきたサンプルを1
つにまとめるには、次の手順で行えます。

1.  その他のサンプルを一緒にまとめたいサンプルが入っている
.SETフォルダをロードします。

2. その他の.SETフォルダに入っているサウンドをロードします。

3. その他のソース（TRINITY、TRITON、WAV、AIFF ファイ
ル）からサンプルをインポートまたはロードします。

4. まとめたいサンプルが揃いましたら .SET フォルダを上書きま
たは別名で保存します。
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