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雨は、窓の外に聞こえる電車の音のようだ。外を見ると、通過する地上の地下鉄と深紅のテールランプが反射している。

残る水滴の屈折が記憶を呼び起こす。光速の相対論的現実の中で、我々の世界と他の世界のコロニーと生活のリズムは、

我々の手の届く範囲に存在する。

至福の時。焦点はあなたの現実になる。あなたが体験した最大級のメトロポリスの人生のなかで、色彩とビートが音

楽のタペストリーを創り出す。あなたは、ピクセル化された笑顔で迎えてくれる全自動のコーヒーマシンのもとに戻

る。その感情の合成は誠実で、あなたはその気持ちを受け止める。コーヒーを注ぐと、蒸気は天井まで心地よく漂い、

あなたの居心地のよい部屋の空調に吸収される。

さあ、今がその時です。音のワークスペースに座り、Elektron Syntakt のスイッチを入れる。息を吹き返し、赤い光

の輝きがあなたをアクションに駆り立てる。アナログシンセシスとデジタルシンセシスの融合。音楽サイボーグの仲

間です。見慣れたようで新しい、新しい音楽の旅への道しるべです。あなたはノブを回し始め、心地よい音、そして

不安を感じさせる音を見つける。ビートが始まる。ピースは、無名の広大な土地に完璧な軌道を描く 1 ダースの隕石

のように、所定の位置に落ちてくる。時間は崩れ、限界は曖昧になり、そこにはあなたとマシンのみが存在する。

あなたの視界に、私たちの現実とはまったく関係のない、別の空間のメッセージが飛び込んでくる。

この冒険の旅にご参加いただきありがとうございます。探検することはたくさんあり、また、新しい音楽叙事詩の幽

玄なウロボロスへの私たちの共同的な一歩である。 

- エレクトロンチーム
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FCC コンプライアンスステートメント

このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。(1) このデバイスは妨害行為を引き起こしては

ならない。 (2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある行為を含め、 すべての干渉を

受け入れなければならない。

注意：この装置は、FCC 規則のパート 15 に従って、クラス B デジタルデバイスの制限に準拠していること

が試験により確認されています。これらの制限は、住宅での設置において有害な干渉から妥当に保護するよう

に設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを発生、使用、放射することがあり、指示に従わずに

設置、使用すると、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置場所で干渉が

発生しないことを保証するものではありません。本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場

合（装置の電源を切ったり入れたりすることで判断できます）、ユーザーは以下の手段の1つまたは複数によっ

て干渉を修正するよう試みることが推奨されています。

• 受信アンテナの向きを変える、または位置を変える。

• 機器と受信機の距離を離す。

• 受信機が接続されている回路とは別の回路にあるコンセントに機器を接続する。

• 販売店または経験豊富なラジオ / テレビ技術者にご相談ください。

カナダ 
このクラス B のデジタル機器は、カナダ ICES-003 に適合しています。このクラス B のデジタル機器は、

NMB-003規格に準拠しています。
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欧州連合規制コンプライアンスステートメント 
この製品は、低電圧指令 2014/35/EU および電磁適合性指令 2014/30/EU に準拠するようテストされ

ています。本製品は、RoHS 2 指令 2011/65/EU の要件に適合しています。

お使いの製品は、地域の法律や規制に従って適切に廃棄する必要があります。

法的免責事項 

本書の情報は、予告なく変更されることがあり、Elektron の約束事として解釈されるべきではありません。

エレクトロンは、この文書に記載されたいかなる誤りに対しても責任を負いません。また、本書に記載された

製品およびプログラムは、予告なく改良・変更されることがあります。本書の使用または性能に起因する特別

損害、間接損害、結果的損害、または使用、データ、利益の損失によるいかなる損害についても、契約、過失、

その他の行為の如何を問わず、エレクトロンは一切責任を負いません。
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安全に関する重要なお知らせ

1. 水の近くで使用しないでください。

2. 強力なクリーナーをケーシングやスクリーンに使用しないでください。ほこりや汚れ、指紋は、柔らかく乾燥し

た非摩耗性の布で取り除いてください。よりしつこい汚れは、水だけを使って少し湿らせた布で取り除くことが

できます。この作業を行う前に、すべてのケーブルを取り外してください。製品が安全に乾いてから再接続して

ください。

3. メーカーの説明書に従って設置します。使用する前に、本機を安定した場所に設置してください。

4. 本機の近くにあるアクセスしやすいコンセントに接続してください。

5. 本機を輸送するときは、できればメーカーが推奨する付属品、または本機が元々入っていた箱や緩衝材を使用し

てください。

6. ラジエーター、ヒート・レジスター、ストーブ、その他の熱を発する機器（アンプを含む）などの熱源の近くに

設置しないでく ださい。

7. 電源が入っているときは、本機に保護カバーをかぶせないでください。

8. 本製品は、アンプやスピーカー、ヘッドホンとの組み合わせで、永久的な難聴を引き起こす可能性のある音量を

発生させることができます。大音量や不快な音量で長時間操作しないようにしてください。

9. 電源コードは、特にプラグやコンセント、本体から出る部分で、踏んだり 挟んだりしないように保護してください。

10. 製造元が指定したアタッチメントやアクセサリのみを使用してください。

11. 落雷の発生時や長期間使用しない場合は、本機の電源プラグを抜いてください。

12. 修理はすべて、資格を持ったサービス技術者に依頼してください。本機が何らかの形で損傷した場合、液体をこ

ぼした場合、本機の中に物を落とした場合、雨や湿気にさらされた場合、本機が正常に動作しない場合、または

落下させた場合には、修理が必要です。
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警告 ! 

火災や感電、製品破損の危険を避けるため、以下の点にご注意ください。

• 本機を雨や湿気、水滴、飛沫にさらしたり、花瓶など液体が入ったものを置いたりしないでください。

• 直射日光に当てたり、周囲温度が 35℃を超える場所で使用したりすると、故障の原因となります。

• 本体を分解しないでください。内部にはユーザーによる修理や調整可能な部品はありません。サービスや修理は、

訓練を受けたサービス技術者だけにお任せください。

• 電気的仕様で指定された制限を超えないようにしてください。

サウンドピーク

• 早期起動メニューのテストモードが起動すると、デバイスのすべてのオーディオ出力に短い信号が送信されます。

テストモードを有効にする前に、すべてのスピーカーとヘッドホンの音量を下げてください。

電源アダプターに関する安全上の注意

• このアダプターは屋内でのみ使用可能です。

• アダプターの換気をよくするため、狭い場所には設置しないでください。過熱による感電や火災の危険を避ける

ため、カーテンやその他の物体でアダプターの換気を妨げないようにしてください。- 電源アダプターを直射日光

に当てたり、周囲温度が 40℃を超える場所で使用したりしないでく ださい。

• 電源アダプターは、本機の近くにあるアクセスしやすいコンセントに接続してください。

• 電源コードが接続されているとき、アダプターはスタンバイモードになっています。コードがコンセントに接続

されている間は、一次回路は常にアクティブです。電源コードを引き出して、アダプターを完全に取り外してく

ださい。

• EU では、CE 認可の電源コードのみを使用してください。
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1. はじめに

1.1 本マニュアルの表記法

本マニュアルでは、次のような表記法を用いています。

キー名は大文字で、太字で、括弧内に記述します。

例えば、メインパネルの「FUNC」と書かれたキーは、[FUNC] と表記します。

ノブは大文字、太字、斜体で表記します。例えば、"Level/Data " というツマミは、LEVEL/DATA と表記します。

キーボード LED のような LED インジケーターは、<KEYBOAED> と表記します。

メニュー名は大文字で表記します。SETTINGS メニューがその例です。

パラメータ名や、設定や操作を行う特定のメニューは、VOL のように太字の大文字で表記されます。

パラメータ設定の選択肢には、大文字が使用されます。例）OFF

画面に表示されるメッセージは、大文字と引用符で表示されます。例）　"QUANTIZE LIVE REC "

1.2 ユーザーマニュアル 
このクイックガイドでは、本製品の基本的な機能を説明しています。より詳細な情報については、www.elektron.se 
からダウンロードできる Syntakt ユーザーマニュアルをご覧ください。
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2. パネルレイアウトと接続 

2.1 前面パネルのコントロール 

1. MAIN VOLUME はメイン出力とヘッドホン出力の音量を設定します。

2. スクリーン
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3. [PATTERN MENU]  は、パターン管理を行います。セカンド機能では、SOUND メニューにアクセスします。

4. [GLOBAL SETTINGS]  にはプロジェクトの管理、MIDI 設定、システム設定が含まれています。セカンド機

能は現在のプロジェクトを保存します。

5. [FX]  は FX トラックを選択し、そのパラメーターページにアクセスすることができます。ROUTING メニュー

では、どのトラックとエフェクトをアナログ FX ブロックにルーティングするかどうかを設定します。

6. [TEMPO]  は TEMPO メニューを開き、グローバルテンポやパターンテンポ、スイングを調整します。また、

セカンド機能としてテンポをタップすることも可能です。

7. [NO] キー。アクティブなメニューを終了したり、1 ステップ戻したり、ネゲートするときに使用します。セカン

ド機能として、アクティブパターンを一時的にリロードすることができます。

8. [YES] キー。サブメニューに入るとき、選択するとき、および確認するときに使用します。セカンド機能として、

アクティブなパターンを一時的に保存することができます。

9. DATA ENTRY ノブ A-H. パラメータ値の設定に使用します。ノブを押しながら回すと、値が大きく変化します。

10. [PARAMETER] キーは、アクティブトラックのパラメーターページにアクセスします。

• [TRIG] は NOTE やVELOCITYなどのトリガー関連のパラメーターにアクセスします。セカンド機能として、

QUANTIZE メニューにアクセスします。

• [SYN] ここでは、選択されたマシンに関連するパラメータを参照します。セカンド機能では MACHINE メ
ニューにアクセスし、トラックのマシンを選択します。

• [FLTR] は、FILTER ページにアクセスします。ここではオーディオトラックのマルチモードフィルターに関

するパラメーターが表示されます。セカンド機能として、DELAY ページにアクセスします。

• [AMP] は、アンプリチュードエンベロープとエフェクトセンドのパラメーターがある AMP ページにアクセ

スします。セカンド機能として、REVERB ページにアクセスします。

• [LFO] は、アクティブトラックの LFO パラメーターにアクセスします。セカンド機能ではミキサーページに

アクセスします。

11. [ARROW]キー ナビゲーションといくつかのパラメーター値を設定するために使用します。メニュー内では [UP]、 
[DOWN]、 [LEFT]、 [RIGHT] と呼ばれます。[UP] と [DOWN] の セカンド機能は、MODIFIER SETUP メニュー

にアクセスすることです。
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12. [PAGE] はグリッドレコーディングモードにおいて、16 ステップ以上のパターンで構成されている場合にアク

ティブなパターンページを選択します。LED はアクティブパターンが何ページで構成されているか、どのパター

ンページが現在アクティブであるかを表示します。LED は現在再生中のパターンページで点滅します。セカンド

機能として、SCALE メニューにアクセスします。このキーは FILL モード（グリッドレコーディングモードがア

クティブでないとき）もアクティブにします。

13. [TRIG] キーは DATA ENTRY ノブと組み合わせてシーケンサトリガーの入力や解除、パラメーターロックに使

用します。また、[TRK]、[PTN]、[BANK] キーと組み合わせてトラック、バンク、パターンを選択する際にも

使用します。また、[TRIG 13-16] キーはモディファイの設定をトリガーするのに使用します。[TRIG] キーは、

KEYBOARD モードではキーボードとしても使用されます。[TRIG 1-12] キーはクイックミュートを行うための

キーボードです。[TRIG 13-16] キーのセカンド機能はモディファイアを選択することです。グリッドレコーディ

ング、ステップレコーディングモードでは [TRIG] キーの LED はシーケンサーのトリガーを赤色の点灯で、赤色

または黄色の点滅でパラメー ターロックを表します。パターン演奏やライブレコーディングが有効な場合、設定

されたテンポでシーケンサーの 16 ステップを全ページ（最大 4 ページ）にわたって光で「走る」ように表示され

ます。

14.  [BANK]は [TRIG 9-16] キーと組み合わせてバンクAからHを選択します。また、セカンド機能として MUTE モー

ドにアクセスします。

15. [PTN] は [TRIG 1-16] キーと組み合わせてパターン 1-16 を選択します。また、セカンド機能として、

METRONOME メニューを開きます。

16. [STOP] 再生を停止します。セカンド機能はペースト操作となります。

17. [PLAY] シーケンサー再生を開始します。[PLAY] を 2 回目に押すと再生を一時停止します。セカンド機能として

クリア操作が可能です。

18. [RECORD] キーです。グリッドレコーディングモードをアクティブ／非アクティブにします。[RECORD] + 
[PLAY] を押すと、ライブレコーディングモードが有効になります。[RECORD] + [STOP] を押すと、ステップ

レコーディングモードがアクティブになります。セカンド機能はコピー操作です。

19. [TRK] キー。[TRK] + [TRIG 1-12] キーで編集するトラックを選択します。セカンド機能として、KEYBOARD 
モードにアクセスします。
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20. [FUNC] キーを押します。このキーを押しながら他のキーを押すと、そのキーのセカンド機能にアクセスします。

セカンド機能は、Syntakt フロントパネルに赤色で書かれています。

21. LEVEL/DATA は、アクティブなトラックの全体的な音量レベルを設定します。また、パラメーターの設定やリス

トのスクロールにも使用されます。セカンド機能は、サウンドブラウザを開きます。

2.2 背面パネルの接続 

1. POWER、 本体の電源を入れるためのスイッチです。

2. DC In、 電源の入力端子です。付属の電源アダプター PSU-3c を電源コンセントに接続して使用します。

3. USB、本機とコンピューターを接続します。MIDI コントロールやオーバーブリッジに使用します。付属の A-B 
USB 2.0 ケーブルでコンピュータと接続します。

4. MIDI THRU/SYNC B、MIDI IN からのデータを転送します。レガシー楽器に DIN シンクを送るよう設定するこ

とも可能です。チェーン内の他の MIDI デバイスを接続するには、標準的な MIDI ケーブルを使用します。

5. MIDI OUT/SYNC A、MIDI データ出力。レガシーインストゥルメントに DIN シンクを送信するように設定する

こともできます。標準的な MIDI ケーブルを使用して、外部 MIDI 機器の MIDI In に接続します。

6. MIDI IN、MIDI データ入力。標準的な MIDI ケーブルを使用して、外部 MIDI 機器の MIDI Out に接続します。

7. INPUT L/R、オーディオ入力端子です。1/4 " モノラルフォーンプラグ（アンバランス接続）を使用します。
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8. OUTPUT L/R、メインオーディオ出力。1/4 インチモノラルフォーンプラグ（アンバランス接続）または 1/4 イ

ンチ TRS（チップ / リング / スリーブ）フォーンプラグ（バランス接続）を使用します。

9. HEADPHONES、ステレオヘッドフォン用音声出力です。1/4 インチ TRS（チップ / リング / スリーブ）フォー

ンプラグを使用します。

2.2 セットアップと Syntakt の起動 
Syntakt は、頑丈で安定したテーブルの上に、十分なケーブルスペースを確保して置いてください。Syntakt を他の機

器と接続する前に、必ずすべての機器の電源を切ってください。

1. 付属の DC アダプターを電源コンセントに差し込み、小さなプラグを Syntakt の DC12V In に接続します。

2. Syntakt の OUTPUT L/R を、ミキサーやアンプに接続する。

3. コンピュータから Syntakt を制御するには、コンピュータと Syntakt の USB コネクタを USB ケーブルで接続し

ます。

4. MIDI でコントロールする場合は、データを送信したい機器の MIDI OUT ポートを、Syntakt の MIDI IN ポートに

接続します。MIDI THRU ポートは、MIDI IN ポートに到着したデータを複製するので、MIDI ユニットを連結し

て使用することができます。Syntakt を使って他の機器を MIDI でコントロールしたい場合は、Syntakt の MIDI 
OUT 端子と、コントロールしたい機器の MIDI IN 端子を接続します。

5. 外部からの音声を Syntakt にミックスしたい場合は、音声ソースを INPUT L/R に接続します。

6. すべての機器の電源を入れる。Syntakt の電源は、本体背面にある POWER スイッチで入れます。
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3. サウンドアーキテクチャ

下のイラストは、Syntakt のサウンドアーキテクチャを示すもので、アナログとデジタルの音色タイプ、センドエフェ

クトが描かれています。また、サウンドアーキテクチャのどのコンポーネントがアナログ（グレーのボックス）また

はデジタル（白のボックス）であるかも示しています。音声出力からの音声は、アナログ FX ブロックを経由して、

または直接メインミックスにルーティングされます。

3.1 デジタル音色タイプ 

3.2 アナログドラム、アナログシンバルの音色タイプ 

3.3 センドエフェクト 
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3.4 アナログ FX ブロック

4. Syntakt の操作

この画面には、Syntakt のリアルタイムな操作と編集に必要なすべての情報が表示されます。表示される 8 つの

DATA ENTRY ノブのパラメータは、与えられた状況に応じて変化します。以下は、SRC ページのメインインターフェ

イス画面です。

1. バンクとパターン 

2. パターン名 
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3. テンポ

4. 8 つのトラックパラメーター。DATA ENTRY ノブの操作内容と現在のパラメータ値が表示されます。

5. アクティブなトラックのメインボリュームです。LEVEL/DATA ノブで音量を変更します。

6. アクティブなトラック。

4.1 画面ナビゲーション 
[ARROW] キー [UP]、[DOWN]、[LEFT] または [RIGHT] を使用してメニューまたはサブメニューをナビゲートし

ます。LEVEL/DATA ノブを使用すると、メニューやリストを素早くスクロールすることができます。

[YES] は、サブメニューやチェックボックスの肯定、選択、入力に使用します。[NO] は、否定、選択解除、1 つ以上

のステップに戻るときに使用します。

4.2 パラメーターの編集 
データ入力ノブはトラックパラメーターの値を変更するために使用します。画面上のパラメーターの位置は、フロン

トパネル上のノブの物理的な位置と対応しています。画面上のいくつかのパラメータは、どの DATA ENTRY ノブで

そのパラメータを制御しているかを示しています。例えば、"(E) " です。

- DATA ENTRY ノブを押しながら回すと、より大きな単位でパラメー ターを調整することができます。これにより、

パラメーターの全領域を素早く掃引することができます。

•  DATA ENTRY ノブ + [NO] を押すと、パラメータは初期値に戻ります。

• [PARAMETER] キー + [PLAY] で選択されているパラメーターページのすべてのパラメーターをデフォルト値に

リセットします。

• [PARAMETER] キーを長押しすると、パラメーターの正確な値を確認することができます。

4.3 パラメーターバリュージャンプ 
特定のパラメーターを編集中に [FUNC] を押すと、パラメーターバリューが適切なポジションにジャンプします。例

えば TUNE パラメーターでは、フルオクターブ (12 半音 ) 分ジャンプします。
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4.4 [FUNC] キー操作の組み合わせ

[FUNC] キーは、他のキーと組み合わせて使用するのが標準的な方法ですが、 [FUNC] を押しながら、組み合わせの 2
番目のキーを短く押します。いくつかのキーの組み合わせでは、[FUNC] + 2 番目のキーを早押しすることで、サブ

メニューにアクセスすることも可能です。

4.5 クイックスクロール

LEVEL/DATA ノブを使用してメニューをスクロールします。多くのメニューでクイックスクロールが可能です。

[FUNC] + [UP] または [DOWN] キーでカーソルを 1 ページ移動させることができます。

4.6 コピー、クリア、ペースト 
コピー、クリア、ペーストコマンドは多くの場面で利用することができます。[FUNC] + [REC] キーでコピーします。

[FUNC] + [STOP] でペースト。[FUNC] + [PLAY] でクリア。貼り付けとクリアの操作は、キーを押す組み合わせを

繰り返すことで元に戻すことができます。これらのコマンドが使用できるタイミングについては、Syntakt ユーザー

マニュアルの各セクションを参照してください。

4.7 ネーミング画面

ネーミングの方法は、サンプル、サウンド、プロジェクトなどを保存する際に表示されるさまざまなネーミングの状

況と同じです。
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[LEFT] および [RIGHT] 矢印キーを使用して文字間を移動することができます。LEVEL/DATA ノブを回すか、[UP] ま
たは [DOWN] 矢印キーを押すと、文字が選択されます。[FUNC] + [NO] で文字を消去します。[FUNC] を長押しすると

ポップアップのネーミングメニューにアクセスできます。

4.8 オーバーブリッジ 
オーバーブリッジは、Syntakt とコンピュータ DAW との間の緊密な統合を可能にするソフトウェアスイートです。

オーバーブリッジを使用すると、Syntakt のユーザーインターフェイスが DAW のプラグインウィンドウと同じよう

に表示されます。サウンド・シェイピングのためのパラメーターへのアクセス、編集、オートメーションが画面上で

可能です。デバイスのプリセット・パラメーターは、便利なトータル・リコール機能により、DAW プロジェクトに

戻ったときに、常に同じ状態で見つけることができます。オーバーブリッジを使用するには、Syntakt、USB ケーブル、

オーバーブリッジが動作するコンピューター、および DAW が必要です。オーバーブリッジのセットアップ、使用方法、

および機能については、オーバーブリッジ・ユーザーマニュアル（Elektron ウェブサイトのサポートセクションで入

手可能）をお読みください。

4.9 クラス・コンプライアント・デバイス

Syntakt はクラス・コンプライアント・デバイス（プラグ・アンド・プレイとしても知られています）です。 
つまり、コンピュータや他のUSB クラス準拠のホストと接続するために、追加のドライバを必要としません。そのため、

SyntaktはオーディオとMIDIをUSB経由で直接ストリーミングし、対応するコンピュータ /スマートフォン /タブレッ

トとやり取りすることができます。例えば、DAW でデバイスから直接 USB 経由でオーディオを録音するなど、デバ

イスでできることのいくつものエキサイティングな可能性が開かれます。
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5. パターンを使って実験する

 
5.1 ファクトリープリセットを再生する 
Syntakt には数多くのプリセットパターン、サウンド、サンプルが用意されています。以下の手順に従って、新しい

楽器の探求を始めてください。

1. [BANK] を押し、[TRIG 9] キーを押してバンク A を選択します。

2. [TRIG 1] キーを押してバンク A の 1 番目のパターンを選択します。

3. [PLAY] キーを押してパターン A01 を聴いてみましょう。

4. [PTN] を押しながら [TRIG 2] キーを押してパターン A02 を選択します。パターン A01 が終了するとパターン A02 
がスタートします。[PTN] を押してパターン A03 を選択し、[TRIG 3] キーを押してパターン A03 を選択します。

5. [STOP] キーを押して再生を停止します。

5.2 キーボードモードの使用 
[TRIG] キーを使用して、アクティブトラックの音をいくつかの選択可能な音階で演奏することができます （アクティ

ブトラックに MIDI マシンを選択している場合は MIDI ノートを送信することができます）。

1. [TRK] + [TRIG 1-12] の操作でトラックを選択します。

2. [FUNC] + [TRK] （短押し）で KEYBOARD モードに移行します。長押しすると KEYBOARD モードのセットアッ

プページが表示されます。[TRIG] キーはピアノの鍵盤のオクターブをイメージしたパターンで点灯します。点灯

している鍵盤のみ演奏可能です。

3. [TRIG] キーを演奏します。演奏可能な鍵盤ごとに音の高さが異なります。矢印キー [UP][DOWN] を押すと、仮

想鍵盤を 1 オクターブ上または下にトランスポーズさせることができます。

5.3 ミュートモードの使用

このモードではシーケンサートラックのいずれかをミュートすることができます。KEYBOARD モードとは異なり、このモー

ドではどのトラックがアクティブであるかは関係ありません。すべてのトラックに同時にアクセスすることができます。
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1. パターンが再生されていることを確認します。

2. [FUNC] + [BANK] キーで MUTE モードに移行します。

3. [TRIG] キーまたは [FX] キーを押して、対応するトラックをミュートします。もう一度押すとミュートが解除さ

れます。[TRIG] キーの点灯はミュートの状態を表します。キーが消灯しているときはミュートされているトラッ

クです。このような場合、[TRIG] キーを押してください。

4. [FUNC] + [BANK] キーをもう一度押すとミュートモードを終了します。

5.4 トリガーモディファイアー 
トリガーモディファイアーは、トラックのサウンドを手動でトリガーすると同時に、選択したモディファイアーをト

リガーに追加することができる機能です。通常、[TRIG] キーを押すと、デバイスはトラックのパラメーター設定に従っ

て選択されたトラックのサウンドを再生します。このような場合、トリガーモディファイアーを使用することで、トラッ

クのパラメーターの 1 つ（または複数） を変更した状態でサウンドをトリガーすることができます。どのように変更

されるかは、選択したモディファイアの設定に依存します。このような場合、トリガーモディファイアを使用してトラッ

クサウンドをトリガーする方法は 2 つあります。

TRIG パラメーターが ON に設定されているとき。

1. [FUNC] + [TRIG 13-16] の操作で使用するモディファイアを選択します。

2. [TRIG 13-16] を押すと、選択したモディファイアのバリューが適用されたアクティブトラックのサウン

ドがトリガーされ ます。

TRIG パラメーターが OFF に設定されている場合。

1. [FUNC] + [TRIG 13-16] で使用するモディファイアを選択します。

2. [TRIG 13-16] を押しながらモディファイの値を選択し、[TRIG 1-12] を押すと選択したモディファイバ

リューが適用されたトラックのサウンドをトリガーします。

5.5 テンポ

BPM 設定を変更するには、[TEMPO] キーを押して TEMPO メニューを開きます。LEVEL/DATA ノブでテンポを変

更します。ノブを押しながら回すと、8BPM ずつテンポが変化します。[ARROW] キー [UP] または [DOWN] でテ

ンポを小数点以下単位で変更します。このとき、パターンごとにテンポを設定することも、別のテンポを設定するこ
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ともできます。メインインターフェイススクリーンで [ARROW] キー [LEFT] または [RIGHT] を押し続けると、テ

ンポを一時的に 10% 上下に動かすことができます。キーを離すと元のテンポに戻ります。

6. トラックについて

Syntakt のシーケンサーには 12 のトラックがあり、オーディオトラックまたは MIDI トラックにすることができま す。

さらに、Analog FX ブロック、Delay/Reverb センドエフェクトのための独立したトラック（FX トラック）もあります。

6.1 オーディオトラック、ボイスタイプ、マシン 
Syntakt は最大 12 のオーディオトラックを持っています。各オーディオトラックは、PARAMETER ページの SYN、

FLTR、AMP、LFO のパラメータ設定で、選択したマシンをコントロールします。12 のトラックのどれでもオー

ディオトラックとして使用することができます。これはデフォルトのトラック設定です。各オーディオトラックは、

PARAMETER ページの SYN、FLTR、AMP、LFO のパラメータ設定で、選択したマシンを制御します。音色タイプは、

基本となる合成モデルで、アナログまたはデジタルのいずれかを選択します。Syntakt には 3 種類のボイスタイプが

あります。アナログ・ドラム、アナログ・シンバル、デジタルの 3 種類です。マシンは、音色タイプから派生した機

能のサブセットを使用するサウンドエンジンです。各音色タイプには、複数のマシンが用意されています。各マシンは、

そのマシンに最も適した、有用なサウンド・シェイピングの可能性を与えるように調整された、独自のパラメーター・

セットを持っています。

6.2 MIDI トラック 
Syntakt のすべてのトラックをオーディオトラックから、MIDI トラックとして使用するように変更することができま

す。MIDI トラックは、MIDI を搭載した外部機器をコントロールするために使用されます。各 MIDI トラックは、ベ

ロシティや長さなどのパラメータを調整できる最大 4 音のコード、コントロールピッチベンド、アフタータッチ、さ

らに自由に割り当てられる 8 つの MIDI コントロールチェンジパラメータ（MIDI CC）をトリガーすることができます。

24 MIDI トラックはオーディオトラックと同様に機能し、パラメーターロック、LFO モジュレーション、コピー＆ペー

ストコマンドを利用できます。各 MIDI トラックは、マイクロタイミング、個々のトラックの長さ、拍子記号の設定

も備えています。このため、MIDI OUT または USB ポートからシーケンサーデータを送信します。



24

6.3 FX トラック

Analog FX ブロックには専用のシーケンサトラックがあり、専用の LFO を持つ Analog FX ブロック回路のパラメータをコン

トロールします。FX トラックは、ディレイとリバーブエフェクトのパラメータをコントロールすることもできます。FX トラッ

クを編集するためには [FX] キーを押し、次に [PARAMETER] キーで FX ト ラックの PARAMETER ページにアクセスします。

7. シーケンサー 

Syntakt のシーケンサーはその情報をパターンで保存します。パターンは、シーケンサー上で入力されたトリガーに

よってオーディオトラックと MIDI トラックの再生を制御します。

7.1 パターンを選択する 
1. [BANK] + [TRIG 9-16] キーでバンク A ～ H を選択します。

2. [PTN] + [TRIG 1-16] キーでパターン 1-16 を選択します。

このとき、データを含むパターンは白色の [TRIG] キーで表示されます。現在アクティブなパターンは赤色の [TRIG] 
キーで表示されます。また、パターンスロットが空の場合は消灯している [TRIG] キーで表示されます。

7.2 パターンコントロール 
[PLAY] を押してパターンの再生を開始します。もう一度 [PLAY] を押すと一時停止します。[STOP] を押すと再生

を停止します。オーディオはカットされますが、ディレイなどのエフェクトはディレイリピートがフェードアウトす

るまで継続されます。素早く [STOP] を 2 回押すと、すべてのトラックの再生とセンドエフェクトのフェードアウト

を停止します。再生中にパターンを変更した場合、現在再生しているパターンが終了した後に変更されます。

7.3 トリガータイプ 
RECORDING モードでは、ノートトリガーとロックトリガーの 2 種類のトリガーを使用することができます。ノート

トリガーは選択されたトラック上の音や MIDI ノートをトリガーし、ロックトリガーはノート自体はトリガーせずにパ

ラメーターロックを適用するために使用することが可能です。このような場合、[TRIG] キーは赤色、ロックトリガー

は黄色で表示されます。このような場合、[TRIG] キーが点灯していないステップはトリガーを含まないことを示します。
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7.4 トリガーページ 
[TRIG] を押して、アクティブなトラックの一般的なトリガーアクションを指定します。DATA ENTRY ノブを使用して

設定を変更します。パラメーターロックされたトリガーの設定は、一般的な設定よりも優先されることにご注意ください。

7.5 パターンレコーディングモード 
グリッドレコーディングモード、ライブレコーディングモード、ステップレコーディングモードの 3 つのモードがあ

ります。新しいパターンを作成するには、まずバンクの 1 つにある空のパターンスロットを選択します。

7.6 グリッドレコーディングモード 
グリッドレコーディングモードは [TRIG] キーを使用してパターングリッドにトリガーを追加していく作曲方法です。

1. [REC] キーを押してグリッドレコーディングモードに入ります。[REC] キーはグリッドレコーディングモードが

アクティブであることを示すために赤く点灯します。

2. [TRACK] を押しながら [TRIG] キーを押してトリガーを追加したいトラックを選択します。このとき、アクティ

ブなトラックは赤い [TRIG] キーで表示されます。

3. 16 個の [TRIG] キーを使ってノートトリガーをシーケンサーに配置します。[FUNCTION] と [TRIG] を押して

ロックトリガーを追加します。ロックトリガーは、ノートトリガーを含むどのシーケンサーステップにも入力す

ることができます。このような場合、[TRIG] キーを素早く押すことでトリガーを取り除くことができ、[TRIG] キー

を押したままにしておくと、そのトリガーは削除されずに編集の準備に入ります。

4. 別のトラックを選択し、ノートトリガーとロックトリガーを追加します。使用するすべてのトラックに対してこ

の手順を繰り返します。

5. [PLAY] を押してシーケンスを聴いてみましょう。
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7.7 ライブレコーディングモード 
ライブレコーディングモードは、トラックにトリガーを追加する 2 つ目の方法です。このレコーディングモードでは、

すべての [TRIG] キーをリアルタイムに演奏してトラックにトリガーを入力します。また、パラメーターロックもリ

アルタイムに入力することができます。

1. このモードでは、トラックへのトリガーをリアルタイムに入力することができます。（[RECORD] キーを押しな

がら [PLAY] を 2 回押すとオートクオンタイズを有効 / 無効にすることができます )。シーケンサーの再生が開始

され、[RECORD] キーが赤く点滅しはじめます。

2. [TRIG] キーを押してシーケンサーの全トラックにリアルタイムでトリガーを入力します。

3. シーケンサーを再生したまま [PLAY] を押してライブレコーディングモードを終了します。ライブレコーディン

グモードがアクティブな状態で [RECORD] を押すと、グリッドレコーディン グモードがアクティブになります。

4. [STOP] を押すとシーケンサーのレコーディングとプレイバックを停止します。

7.8 ステップレコーディングモード 
ステップレコーディングはシーケンサーにトリガーを素早く簡単に配置する方法です。このレコーディングモードで

は [TRIG] キーを押して、または外部 MIDI コントローラーを使用してノートを挿入します。シーケンサーはその音

を取り込み、自動的に次のステップに進みます。

1. [RECORD] + [STOP] を押してステップレコーディングモードに入ります。[RECORD] キーが赤く 2 回点滅し

ます（[RECORD] キーを押しながら [STOP] キーを 2 回押すと STANDARD/JUMP モードに切り替わります）。

2. [TRIG] キーを押して、ノートトリガーを追加するアクティブステップを選択します。Syntakt は、そのような用

途に最適です。( また、[FUNCTION] + [TRACK] の操作で [TRIG] キーと [TRIG] キーを同時に押すこともでき

ます。また、[LEFT] / [RIGHT] でアクティブなステップを選択したり、ステップをスキップすることができます。

3. [FUNC] を押しながら [TRIG 1-16] キーを押すと、対応するトラックの音トリガーをアクティブステップに追加

し ます。このとき、アクティブなステップは自動的に次のステップに進みます。
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7.9 パラメーターロック 
パラメーターロックは、すべてのトリガーがそれぞれ独自のパラメーターバリューを持つことを可能にします。例えば、

オーディオトラックのノートトリガーは異なるピッチ、アンプ、フィルター設定を持つことができます。このような

場合、このパラメータロックはすべてのトラックに適用することができます。グリッドレコーディングモードとステッ

プレコーディングモードでは、トリガーの [TRIG] キーを押しながら DATA ENTRY ノブでロックしたいパラメータ

を調整するとパラメーターロックが適用されます。このときスクリーン上のグラフィックはロックされたパラメーター

に対して反転表示され、ロックされたパラメーターバリューを表示します。また、ロックされたトリガーの [TRIG] キー

が点滅し、トリガーにパラメーターロックがかかっていることを示します。Syntakt のメインウィンドウに表示され

るのは、"LIVE RECORDING " モードです。この操作によりパラメーターはロックされ、シーケンサーのステップ上

に配置されます。

7.10 パターンスケール 
パターンの長さやタイミングを変更することが可能です。画面左端の図はパターンのステップ数を表しています。右

側に表示されているトータルの長さが、最大ステップ数を決定します。右端の数字は、パターンの拍子記号をコントロー

ルします。17 ステップ以上のパターンを使用する場合、グリッドレコーディングモードでは [PAGE] キーで各パター

ンページを切り替えます。

1. [FUNC] + [PAGE] の操作でスケールメニューにアクセスします。

2. [ARROW] キーの [LEFT] と [RIGHT] でステップの長さとスケールを切り換えます。

3. [ARROW] キー [UP]、[DOWN] を使って設定を変更します。LEVEL/DATA ノブでも設定を変更することができ

ます。
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8. テクニカルインフォメーション

 
電気的仕様 
インピーダンスバランス音声出力 

メイン出力レベル +15 dBu 

出力インピーダンス 440 Ω アンバランス 

ヘッドホン出力 

ヘッドホン出力レベル +15 dBu 

出力インピーダンス 36 Ω 

オーディオ入力 

入力レベル +15 dBu 

音声入力インピーダンス：11 k Ω 

ユニット消費電力 12W（標準） 推奨電源 PSU-3c、 12 
V DC、 2A 

 
ハードウエア 
128 × 64 ピクセルの有機 EL ディスプレイ 

MIDI In/Out/Thru（DIN シンクアウト付き 

2 × 1/4 " インピーダンスバランスオーディオアウト

ジャック 

2 × 1/4 " オーディオ・イン・ジャック 

1 × 1/4 " ステレオ・ヘッドホン・ジャック 

48 kHz、24 ビット D/A および A/D コンバーター 

Electrically isolated Hi-speed USB 2.0 ポート 

電源インレット：センターポジティブ 5.5 × 2.5mm
バレルジャック、12 V DC、2A 

物理仕様 
頑丈なスチール製筐体 

外形寸法 寸法：W 215 × D 176 × H 63 mm（ノブ、

脚部含） 

重量：約 1.53 kg 100 × 100 mmのVESAマウント穴。

最大長 7 mm の M4 ネジを使用。

最大推奨動作温度： +35˚C (+96˚F）
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クレジットと問い合わせ先

 
クレジット

Elektron クルー

Oscar Albinsson Vladyslav Aleksashyn Johannes 
Algelind Fredrik Alm
Magnus Almberg Christian Alsing
Hans Alvarsson
Deva Andar
Nikolaj Andersson Madeleine Antonsson Per 
Blomberg Andreas Brykt Shelby Cinca
Johan Damerau
Ufuk Demir
Oscar Dragén
Erika Earl
Thomas Ekelund
Magnus Forsell
Jennifer Giöbel
Andreas Henriksson
Mario Adriane
Hernandez Tomas
Hjalmarsson Thomas
Jansson
Patrik Johansson
Christian Karlsson
Åsa Larsson
Erik Liakhovets
Andreas Liffgarden

Christer Lindström
Joel Lundberg
Sandra Magnusson
Håkan Malm
Martin Mellström
Taylor Morken
Jimmy Myhrman
Viktor Nilsson
Jean Michel Pepin
Mattias Rickardsson
Patrik Rinvall
Cenk Sayınlı
Alex Schetter
Martin Sigby
David Smallbone Tizard
Ann-Sofie Sträng
Che Thomas
Gösta Wellmer
Jake Widgeon
Vladislav Zhukov
Erik Ångman

問い合わせ先

Elektron Distribution Group
https://www.elektrondistributiongroup.com

 
ハードウエア 
128 × 64 ピクセルの有機 EL ディスプレイ 

MIDI In/Out/Thru（DIN シンクアウト付き 

2 × 1/4 " インピーダンスバランスオーディオアウト

ジャック 

2 × 1/4 " オーディオ・イン・ジャック 

1 × 1/4 " ステレオ・ヘッドホン・ジャック 

48 kHz、24 ビット D/A および A/D コンバーター 

Electrically isolated Hi-speed USB 2.0 ポート 

電源インレット：センターポジティブ 5.5 × 2.5mm
バレルジャック、12 V DC、2A 

物理仕様 
頑丈なスチール製筐体 

外形寸法 寸法：W 215 × D 176 × H 63 mm（ノブ、

脚部含） 

重量：約 1.53 kg 100 × 100 mmのVESAマウント穴。

最大長 7 mm の M4 ネジを使用。

最大推奨動作温度： +35˚C (+96˚F）



Elektron 3 年保証 
Elektron 機器には、元の購入日から 3 年間の限定保証が付属します。保証を受けるには、元の購入日を証明できる、

請求書や領収書が必要です。保証期間中に製品の修理が必要な場合、部品や作業に対する料金はかかりません。保証

期間中に Elektron マシンを他の所有者に転売する場合、この保証も譲渡することができます。Elektron Style シリー

ズの製品 (T シャツ、ステッカー、ポスターなど ) はこの保証の対象外です。

(a) 事故、過失、誤用、濫用、不適切な設置または操作、または本製品のクイックガイドマニュアルまたはユーザーマニュ

アルの指示に従わない場合、および製品出荷時 ( 苦情は運送会社に問い合わせてください )、および Elektron または

認定された Elektron 修理センター以外の者による修理または修理を試みた場合により発生した損害、劣化または故障

の場合 (b) 改造された機器やシリアルナンバーが汚れている、変更されている、消されている場合 (c) 通常の摩耗お

よび定期メンテナンスの場合 (d)汗、腐食性雰囲気または極度の温度や湿度などその他の外部要因による劣化の場合 (e)
電源サージまたは関連する電気的異常、雷による損害または不可抗力による損害の場合 (f) 不適切な接地または認可 /
非認可に関わらず不適切な装置の使用により生じる RFI/EMI( 干渉 / ノイズ ) の場合は、この保証の対象外です。

小売業者から購入した製品の保証サービスの手順

保証サービスが必要な場合は、サポートにお問い合わせください。保証を受ける方法についてご説明いたします。

Elektron3 年間限定保証は、購入店で提供する保証に上乗せされます。

Elektron オンラインショップから購入した製品の保証サービスの受け方

保証サービスを受ける必要がある場合は、elektrondistributiongroup.com から Elektron サポートにお問い合わせく

ださい。Elektron の合意がない限り、認定 Elektron 修理センターに機器を送付しないでください。保証サービスを受

けるために、機器を認定 Elektron 修理センターに送付する必要がある場合は、送料はお客様の負担となります。保証

期間内のお客様への機器の返送にかかる送料は Elektron が負担します。機器の購入時に故障していた場合、または元

の購入日の 2 週間以内にハードウェアが故障した場合は、Elektron が認定 Elektron 修理センターへの機器の送料を負

担します。
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