


Bassline DB-01には、世界中の電源コンセントで使用できるユニバーサルパワーサプラ
イ（PSU）が付属しています。
PSUに適切なアダプターを取り付けてBasslineをコンセントに接続してください！
6.3mmプラグのケーブルを接続してメイン出力をミキサーに接続し、シーケンスのデ
ザインを始めましょう！

Bassline DB-01は通常のMIDI音源としても使用できます。MIDIキーボードをMIDI IN
に接続して演奏してみましょう！
Bassline DB-01はモノフォニックシンセサイザーのため同時に発音できる発音数
は1音です。
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イントロダクション

Erica Synths Bassline DB-01シンセサイザーをお買い求めいた
だき誠にありがとうございます！

ベースラインやレイブなサウンドから圧倒的なドローンやドラムまで、
Erica SynthsのBassline DB-01シンセサイザーはサウンドとパフォーマンステ
クニックの新たな領域を開拓し、メロディからノイズへの変貌と復帰を
あっという間におこなうことができます。 BD-01にはErica Synthsがこれま
で開発してきた粋を集めたサウンドエンジンと高度なシーケンサーが収
められています。

特長

フルアナログサウンドエンジン
acidboxにも採用されているアグレッシブなローパス/バンドパスフィルター
さらに破壊的なサウンドを生成するオーバードライブノブ
トランジスタベースのサブオシレーター
分厚いサウンドを作り出すBBDベースのデチューン
FMおよびVCFモジュレーション用の複数波形を備えた動機可能なLFO
ノイズソース
最大64ステップのパターンを作成可能な直感的で使いやすいシーケンサー
シーケンスのトランスポーズ
パターンのランダマイズ
アルペジエーター
VCFカットオフオートメーションのためのモジュレーショントラック
ビルトイン＆ユーザー定義可能なマイクロチューニング搭載のスケール
機能
アナログクロックインプット＆アウトプット
CV/Gateインプット＆アウトプット
MIDI IN＆THRU（キーボードでも演奏できますね！）
16パターン x 8バンクのパターンメモリー
コンパクトで耐久性に優れたアルミニウム筐体

Basslineシンセサイザーのコントロールはいくつかのセクションに分かれています：

 VCO VCF LFO ナビゲーション・パラメーター入力 シーケンサー1 2 3 4 5

同梱物：

Bassline DB-01シンセサイザー / ユニバーサル12V DC アダプター / ユーザーズマニュアル（英語）



サウンドに荒々しさを与えます！これはオー
バードライブコントロールノブです。このノ
ブは本質的には元のサウンドとオーバードラ
イブ回路を通過したサウンドをクロスフェー
ドするコントロールです。

デチューン機能は、複数のオシレーターを同
時に鳴らしたサウンドを再現します。2基の
BBDラインがフリケンシーシフターとして動作
し、その結果の信号と元の信号とがミックス
されます。Detuneノブを時計回りに回すと、
BBDラインを制御するデチューンLFOの周波数
も増加していき極端な設定にすることでFMに
も似た過激な効果が得られます。

FM LVLノブはLFOからのVCOフリケンシーモジュ
レーションの深さを調節します（LFOはオーデ
ィオレートまで到達します）。モジュレーシ
ョンの深さを高く設定するとVCOは音程感が外
れていきますが不調和でクレイジーなサウン
ドを求めている場合には以上に効果的です。

サウンドにパワーを与えます！このサブオシ
レーターレベルノブを時計回りに回すと、ト
ランジスタ回路ベースのサブオシレーターが1
オクターブ下に追加されていきます。基準音
が低すぎると、うまく機能しない場合があり
ますのでご注意ください。

サウンドにノイズを追加します！Noise LVLノ
ブはノイズをVCFに送ります。VCOを三角波
形の低音に設定して、ノイズレベルを最大
に設定するとハイハットのサウンドを再現
することができます。

VCAエンベロープのリリースタイムを設定し
ます！サスティン・リリース構成のエンベ
ロープを搭載し、ゲートタイムが考慮され
ます。時計回りに回し切るとVCAは常に開か
れた状態となり、Bassline DB-01をドローンシ
ンセとして使うことができます。

V

VCO波形選択スイッチです。お好みの波形を選
択してください。

ここにパワーサプライを接続してください！
ユニット付属のPSUのみをご使用ください！隣
のスイッチで電源をオン/オフします。

CLK INは外部クロック信号を受信します。外部
クロックから本体を動作させるにはクロック
ソースを選択する必要があります。詳しくは
後述の設定の章をご覧ください！

CLK OUTは4ppq周期のクロックを外部機器に送
信することができます。

MIDI INはMIDIノート、MIDIクロック、MODホイー
ル、ピッチベンダーのメッセージを受信する
ため、シーケンサーをオフにした状態でDB-01
をMIDIキーボードと接続して通常のシンセ音源
として演奏できます。

MIDI OUTはMIDIクロック、MIDIノート、グライド
メッセージを送信します。そのため、DB-01か
ら外部のMIDI音源をシーケンス可能です。

DB-01は1V/oct規格のピッチCVとゲートを出力す
るため、CV/Gateに対応した外部のアナログ・
シンセサイザーやデバイスを演奏することが
できます。

1V/oct規格のピッチCVとゲートによる制御およ
びカットオフCVの制御に対応しています。
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VCFのカットオフフリケンシーを調節します
！その他のカットオフCVコントロールは、
ここで設定した周波数を中心として作用し
ます。そしてこのノブの操作をVCFカットオ
フオートメーションとしてシーケンサーに
記録することができます。詳しくは後述の
シーケンサーのセクションをご覧ください
！

VCFのレゾナンスを調節します！時計回りに
極端な設定にするとフィルターは自己発振
を始めます。

VCFのレゾナンスを調節します！時計回りに
極端な設定にするとフィルターは自己発振
を始めます。

VCFエンベロープのディケイタイムを調節し
ます！

このノブはVCFエンベロープの効果の深さを
調節します！

VCFモードスイッチです。バンドパスモード
もしくはローパスモードのいずれかを選択
します。ローパスモードはベースラインの
演奏に最適です。

LFOのレートを調節します！このLFOはVCOと
VCFの両方に対して同時にルーティングする
ことができます。

LFOによるVCFモジュレーションの深さを調節
します。

16

サウンドエンジンコントロール



OCTAVEボタンです。これらのボタンはノートを
入力する際にオクターブ間を移動するために使
用します。右側のボタンには、クロック、MIDI
、システムといった各種設定をおこなうための
二次機能が用意されています。詳しくは後述し
ます。

シーケンサーステップボタンです。これらは主
にシーケンサーのコントロールに使用します。
これらのボタンにはSHIFTを押しながら操作する
ことでアクセスできる二次機能が用意されてい
ます。

SHIFTボタンは、各ステップボタンに割り当て
られている二次機能へのアクセスに使用しま
す。

PLAYボタンはシーケンサーを動作させます。
シーケンサーが動作中にPLAYボタンを押すと
一時停止し、現在のステップにとどまります
。再度PLAYボタンを押すと、そのステップか
らシーケンスが再開されます。

STOPボタンはシーケンサーを停止させ最初の
ステップへとリセットします。

RECORDボタンにはパターンの保存やオートメ
ーションのレコーディングなど様々な機能に
使用します。詳しくは後述します。

SELECT/GATEエンコーダーおよびエンコーダー
ボタンは、エンコーダーはゲートの長さの設
定、エンコーダーボタンは設定の有効化など
に使用します。詳しくは後述します。

このインジケーターは各種設定に関連する視
覚的なフィードバックを提供します。

BACK/NOTEエンコーダーおよびエンコーダーボ

タンはステップごとに音程を設定し、エン
コーダーボタンを押すとシーケンサーはメ
インモード - ステップの入力 - メニューと切
り替わります。

BARボタンです。このボタンは4小節に含ま
れるどの16ステップを表示/エディットする
かに使用し、最大で64ステップのシーケン
スを作成することができます。点滅するボ
タンは現在の小節を表します。これらのボ
タンには瞬時にステップのコピーアンドペ
ーストといった隠し機能も搭載しています
。詳しくはマニュアルの該当セクションを
ご覧ください。
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シーケンサー



シーケンサー

Basslineのメインアウトプットをミキサーに接続します。
BACK/NOTEエンコーダーを押しながら回すとテンポを10刻みで素早く変更で
きます（100-110-120-130など）。
PLAYボタンを押すとシーケンサーが走行し始めます。ステップボタンは走行
に合わせて順番に点灯していきます。いずれかのステップボタンを押すと、
そのステップがアクティブになります。
選択されてアクティブになったステップのLEDは半点灯し事前に設定された
デフォルト設定の音程とレングスが自動的に入力されます。工場出荷時は音
程はC3、ゲートレングスは10％がデフォルトとして設定されています。
SELECT/GATEエンコーダーを回すとパターンにマスターシャッフルが追加され
ます。
SHIFTボタンを押しながらPLAYボタンを押すとシーケンスを停止することなく
シーケンスの最初のステップにリセットされます。

音程とゲートレングスを変更する場合は、任意のステップボタンを押しなが
らNOTEエンコーダーを操作し、ゲートレングスを変更するにはGATEエンコー
ダーを操作してください。インジケーターには現在設定中のバリューが表示
されます。ゲートレングスが100％の場合、ステップは次のステップと統合さ
れるため、エンベロープは再度トリガーされません。
音程にオクターブを高く/低くするには、任意のステップボタンを押しながら
-1 OCTまたは+1 OCTボタンを押してください。
シーケンサーの再生中でもシャッフルの設定を変更することができます。
SELECT/GATEエンコーダーを回して任意のシャッフル量に調節してください。
外部MIDIキーボードを利用してステップごとにノートの入力やエディットを
することもできます。シーケンサーが走行している状態で任意のステップボ
タンを押したままMIDIキーボードのノートを演奏すると対象のステップに自
動的に音程が入力されていきます。



シーケンスの長さを設定する 再生方向の設定

SHIFTボタンを押しながらLAST STEPボタンを押してください！この状態でNOTEエン
コーダーを操作するか任意のステップボタンを押すことで最後のステップを設定
できます。16ステップよりも長いシーケンスの場合、BARボタンを使用して目的の
小節にアクセスした後、任意のステップボタンを押して最後のステップを設定し
ます。インジケーターにより最後のステップを示します。また、現在再生されて
いるステップと小節の位置を自動的に追従するように設定することもできます。
詳しくは本マニュアルの設定のセクションを御覧ください。
また、シーケンスの最初のステップを設定することも可能です（この機能は即興
演奏のパフォーマンス中などに特に便利です）。ふたつのステップボタンを押す
と、左側のステップが最初のステップとして、右側のステップが最後のステップ
として設定されます。16ステップを超えるシーケンスの場合はSELECT/GATEエンコ
ーダーを利用して最初のステップを設定し、最後のステップはBACK/GATEエンコ
ーダーで設定することができます。
メインメニューに戻るにはBACK/NOTEエンコーダーを押します。

プレイモードメニューでは、発音の確立を設定することでより興味深いダイナ
ミックなパターンを生成するSTEP PROBABILITYをプログラミングすることができ
ます。この設定は、つまりパターンの再生中にシーケンスがステップを進むた
びに発音したり（100％）例えばランダムに30％の確率で発音するといった設定
をすることができます。
ステップごとの発音確率を設定するには、任意のSTEPボタンを押したまま
SELECT/GATEエンコーダーを操作して確率を選択します。
エンコーダーと時計回りに回すと、ステップの再生の確率はパーセントで設定
され、反時計回りに回すとステップ再生の比率で設定することができます（例
えば、1/2はステップが2回ごとに1回発音されることを意味します）。
メインメニューに戻るにはBACK/NOTEエンコーダーを押します。



キーボードモード アクセントトラックのプログラミング

Bassline DB-01は、シーケンサーを走行させなくとも通常のキーボードのように
演奏することも可能です。これをおこなうにはシーケンサーを停止した状態で
SHIFTボタンを押しながらPLAYボタンを押します。ステップボタンは50％および
70％の明るさで点灯してピアノのキーボードを再現します。この状態で-1OCT及
び+1OCTボタンを使用するとトランスポーズされます。キーボードはスケール
メニューで設定されたスケールで演奏されることに留意してください。
SELECT/GATEエンコーダーを回してマスターグライドの量を調節します。

SHIFTボタンをしながらACC（アクセント）ボタンを押してみてください！シー
ケンサーはアクセントプログラミングモードにアクセスします。シーケンス
で現在トリガーが入力されているアクティブなステップボタンは70％の明るさ
で点灯されます。続いてアクセントを有効化したいステップボタンを押すと
、そのステップボタンのLEDは100％の明るさで点灯します。アクセントが入力
されているステップはVCAとVCFを少し開いた状態で発音されます。ステップ入
力メニューに戻るにはBACK/NOTEエンコーダーを押してください。



スライドトラックのプログラミング モジュレーショントラックのプログラミング

SHIFTボタンを押しながらSLIDEボタンを押してください！シーケンサーはスライド
トラックプログラミングモードにアクセスします。シーケンスで現在トリガーが
入力されているアクティブなステップボタンは70％の明るさで点灯されます。続
いてスライドを有効化したいステップボタンを押すと、そのステップボタンのLED
は100％の明るさで点灯します。スライドを有効にすると、有効にしたピッチが次
に続くステップに向かってスライド（レガート）していきます。ステップ入力メ
ニューに戻るにはBACK/NOTEエンコーダーを押してください。

SHIFTボタンを押しながらMOD（モジュレーショントラック）ボタンを押してく
ださい！シーケンサーはモジュレーショントラックモードにアクセスします。
モジュレーショントラックは、基本的にVCFカットオフノブが現在指し示してい
るポジションに対して一定量のCVを追加します。シーケンスにダイナミクスを
追加することができます。モジュレーショントラックは「ステップ」または「
ライブ・レコード」の2通りの方法でプログラミングしていくことができます。
ステップごとにモジュレーションをプログラミングするには任意のステップボ
タンを押しながらVCFカットオフノブを回してください。インジケータには、カ
ットオフの初期設定位置を基準とした相対的な電圧が表示されます。設定が完
了したら他のステップボタンで同様の操作をしていきます。
モジュレーショントラックをライブレコーディングするにはシーケンサーを走
行させた状態でRECORDボタンを押しながらVCFカットオフノブを操作してくださ
い。モジュレーションを削除するには、SHIFT + CLEARボタンを押してモジュレー
ションを取り除きたいステップボタンを押してください。ステップ入力メニュ
ーに戻るにはBACK/NOTEエンコーダーを押してください。

119.918 mm119.918 mm119.918 mm119.918 mm119.918 mm



ピッチエンベロープのプログラミング トランスポーズ

DB-01のシーケンサーにはステップごとに設定可能なピッチエンベロープとい
う独立した機能があります。これはドラムサウンドを再現したり、アクセン
トをさらに強力にするために使用します。
ピッチエンベロープをプログラミングするには、SHIFTボタンを押しながら
PITCH ENVボタンを押してください！シーケンサーはピッチエンベロープモー
ドにアクセスします。
ピッチエンベロープを適用したい任意のステップボタンを押しながら、ディ
スプレイ左側のGATEエンコーダーを回すとピッチエンベロープのディケイタ
イムを調節することができ、右側のエンコーダーを回すとエンベロープの深
度を調節することができます。これらの設定範囲は1～9です。楽しくなって
きたら別のステップにもエンベロープを設定していきましょう。
ステップからピッチエンベロープを取り除くにはクリアスクリーンに移動し
ます。ステッププログラミングメニューに戻るにはBACK / NOTEエンコーダー
を押してください。

シーケンサーの走行中にシーケンスのトランスポーズ（半音単位・オクタ
ーブ）することができます。
SHIFTボタンを押しながらTRANSP（トランスポーズ）ボタンを押してくださ
い！ステップボタンの右側10個のLEDが鍵盤を見立てた表示になります。
「キーボードとなっているステップボタン」のいずれか一つを押すと、対
応する量で半音単位のトランスポーズが有効化します。ステップボタンの
操作に加えて-1OCTおよび+1OCTボタンを押すことでオクターブ単位のトラ
ンスポーズをおこなうことができます。
トランスポーズの効果をラッチするにはSELECTエンコーダーボタンを押し
てください。ラッチはトランスポーズメニューから抜けるたびにリセット
されます。ステッププログラミングモードから抜けるにはBACK / NOTEエン
コーダーを押してください。



スケールを設定する

DB-01では、工場出荷時に8種類のスケールプリセットが記録されており、それに加えて
最大で16の独自のスケールを保存して利用することができます。
スケールを設定するには、SHIFTボタンを押しながらSCALEボタンを押してください！先
頭の12個のステップボタンが50％及び70％明度で点灯しピアノ・キーボードの1オクター
ブを再現します。スケールを選択するにはSELECT / GATEエンコーダーを操作してくださ
い。
BACK / NOTEエンコーダーを操作して、ルートノートを設定します。工場出荷時はクロマ
ティック、メジャー、マイナー、メジャーペンタトニック、マイナーペンタトニック、
ホールトーン、メジャーブルース、マイナーブルースから選択することができます。シ
ーケンスのプログラミング時に、ここで設定したスケールが反映され、スケールに含ま
れる音程のみを使用できるようになります。
独自のスケールを設定するには、U-1やU-2といったユーザー定義のスケールを選択した
後、"キーボード表示"になったステップボタンを押してスケール内で使用する音程を選
択するという簡単な方式です。スケールを保存するにはRECORDボタンを押しつづけてく
ださい。
ユーザー定義のスケール設定は、ファクトリープリセットよりも後のスロットに保存さ

れ、工場出荷時のプリセットと同じ方法で呼び出すことができます。
さらに、スケールに加えてマイクロチューニングを設定することも可能です。これをお
こなうには"キーボード"の対応するステップボタンを押しながらSELECT/GATEエンコーダ
ーを操作します。これにより、ステップに対応するノートの音程を±50セントの範囲で
微調整することができます。
ステッププログラミングモードに戻るにはBACK/NOTEエンコーダーを押してください。
音程に関連付けられておらず、マイクロチューニングを完全に設定したい場合は（例え
ば最初のピッチがC4、2番目のピッチがC4 10cent、3番目のピッチがC4 20 centとなるよう
に5つのピッチで構成されるスケールが必要になります）、SELECT / NOTEエンコーダを
反時計回りに回してインジケータにはOFFを表示させてください。ここでキーボードを
利用して必要な量の音程オフセット（この例では5）を入力し、BACK / NOTEエンコーダ
ーを回していくつかのノートの半音に移動することができます。より高い音程に素早く
アクセスするにはOCTAVEボタンまたはBACK / NOTEエンコーダーを押しながら回転させて
ください（クロマチックスケールのノートがインジケーターに表示されます）。選択し
たスケールはパターンとともに保存され、次回関連するパターンをロードするとスケー
ルも自動的に読み込まれます。



アルペジエーター

DB-01にはアルペジエーターが搭載されています。このアルペジオには二通りの使用方法があ
り、シンプルなアルペジオを作成することもシーケンスにアルペジオを挿入することもでき
ます。シンプルなアルペジオの場合、ステッププログラミングのページでアクティブなステ
ップがないことを確認してシーケンスを始めてください！次にSHIFTボタンを押しながら
ARPEGGボタンを押してください！16個のステップボタンは50％および70％の明度で点灯しピ
アノキーボードを再現します。この「キーボード」のいくつかのボタンを同時に押すだけで
アルペジオの演奏をすることができます。SELECTエンコーダーを押すとアルペジオをラッチ
状態にすることができます。シーケンス中にアルペジオをリアルタイムに挿入するには、最
初にシーケンスを開始して、SHIFTボタンを押したままARPEGGボタンを押してアルペジエータ
ーページを開いてください。次に「キーボード」上のいくつかのステップボタンを押すとシ
ーケンスに対応するステップがアルペジエーターからのノートに置き換えられます。SELECT
エンコーダーを押してアルペジオをラッチ状態にしてください。シーケンスのステップをア
ルペジオのステップとして置き換えるにはRECボタンを押してください。ステッププログラ
ミングメニューに戻るにはBACK/NOTEエンコーダーを押してください。

アルペジオ演奏をするときに、BPMを変更したい場合に使用します。SELECT / GATEエンコー
ダーを回してBPMメニューを選択し、SELECT / NOTEエンコーダーを操作してBPMメニューを
選択し、BACK / NOTEエンコーダーでBPMを変更します。

アルペジオの走行方法を設定します。SELECT / GATEエンコーダーを回してBPMメニューを選
択し、SELECT / NOTEエンコーダーを操作してDIRECTIONメニューを選択し、BACK / NOTEエンコ
ーダーでアルペジエータの再生方向を変更します。フォワード（正再生）、バックワード
（逆再生）ピンポン（正/逆再生）、ピンポン2（最初と最後のステップを2度発音する正/逆
再生）、ランダムの5タイプから選択することができます。

SELECT / GATEエンコーダーを回してOCTAVEメニューを選択し、BACK / GATEエンコーダーを回
してOCTAVEメニューを選択、BACK / NOTEエンコーダーを操作してアルペジオのオクターブ範
囲を選択します。

Bassline DB-01はシンプルなアルペジオの進行方向のほかに、より高度なアルペジオパターン
が組み込まれています。SELECT / GATEエンコーダーを回してPATメニューを選択し、BACK / 
NOTEエンコーダーを操作してアルペジオパターンのなかからいずれかを選択してください。

この設定ではアルペジオが演奏されている際のゲートの長さを設定することができます。
バリュー10が最短のゲート、バリュー100は続くステップに統合されて演奏されます。

これは基本的にアルペジエーターのマスターセッテイングとも言える設定です。この設定
ではアルペジエーターとステップロールのいずれかを選択できます。ステップロールモー
ドではアルペジエーターが無効になり、16個のステップボタンは「キーボード」ではなくシ
ーケンスを表示します。このとき、任意のステップボタンを押すと、該当のステップの音
程が設定されたBPM設定に従って繰り返されます。シーケンス自体はバックグラウンドで動
作し続けており、ボタンから手を離すと現在再生中のステップから再開されます。
この設定では、ユニットの設定されたスケールから選択するか、現在のシーケンスにプロ
グラムされているノートから選択するかを選択することができます。

アルペジエーターの設定を保存するにはRECボタンを1秒間押し続けてください。ここで設定
した内容はバンクに保存され、関連するバンクでパターンを開始するとこれらが呼び出さ
れます。



パターンのランダマイズ

予測不可能なパターン生成のため、Bassline DB-01にはランダマイズ機能が搭載
されています。ランダマイズ機能は、ノート、ゲート、アクセント、スライド
、モジュレーショントラックなどのすべてまたは一部をランダマイズすること
ができます。
パターンランダマイズをおこなうには、SHIFTボタンを押しながらRND PATTボタ
ンを押してください！シーケンサーはランダマイズモードに入ります。ランダ
マイズすることができるパラメーターはステップボタンが点灯します。
アクセントのランダマイズはACCボタン、スライドはSLIDEボタン、モジュレー
ションはMODボタン、ピッチエンベロープはPITCH ENVといった具合です。
LAST STEPボタンはステップごとの発音確率（割合またはパーセント）、STANSP

ボタンはゲートレングス、SCALEボタンはピッチ（NOTEエンコーダーボタンであ
るべきですが"戻る"として機能が予約されているためSCALEボタンを使用してい
ます）、そしてPATTERNボタンはすべてのパラメーターを同時にランダマイズし
ます。
一部のパラメーターでは、特定の範囲に絞ってランダマイズをおこなうことが
できます。例えばピッチのランダマイズは特定のオクターブに制限したい場合
があります。各パラメーターのランダマイズの範囲を設定するには、最初にラ
ンダマイズモードにアクセスし、ランダマイズ可能なパラメーターがすべて点
灯していることを確認してください。次に変更を与えたいパラメーターに対応
するステップボタンを押しながらSELECT / GATEとBACK / NOTEの両方のエンコー
ダーを操作してランダマイズの範囲を調節します。アクセント、スライド、ス
テップオン、ステッププレイの確率などのオン/オフパラメーターがあり、ステ
ップのランダマイズのパーセンテージを設定します（特定のパラメーターがシ
ーケンス内でランダマイズされるステップのパーセンテージ）。ただし、モジ
ュレーション、ピッチエンベロープ、ゲート、ノートはSELECT / GATEおよび
BACK / NOTEエンコーダーを用いてランダマイズの上限と下限をそれぞれ設定す
ることができます。例えばモジュレーションのランダマイズの範囲を-10～+20に
設定するには、MODボタンを押しながらSELECT /GATEエンコーダーを操作して-10
を設定し、BACK / NOTEエンコーダーを操作して+20に設定します。この操作はピ
ッチエンベロープ、ノート、ゲートレングスでも共通の操作となります。ラン
ダマイズしたパラメーターを保存するにはRECボタンを押してください。ステッ
ププログラミングモードに戻るにはBACK / NOTEエンコーダーを押してください
。



LFO

SHIFTボタンを押したままLFOボタンを押すとLFOの設定にアクセスできます！SELECT / GATEエン
コーダーでLFOの機能を選択します。LFOシェイプ（SHP）、LFOのテンポ同期/フリーランニン
グの設定（SYC）そしてアクティブなステップでLFOをリセットするかどうかを設定（RST）す
ることができます。そしてBACK / NOTEエンコーダーを操作して選択された設定のパラメータ
ーを変更します。ステップボタンは動作中のLFOの状態を視覚的に表します。

SHPはLFOの波形を設定します。選択可能な波形は次のとおりです：

サイン波

三角波

ノコギリ波

ランプ波

矩形波

トリプル・ディケイ・ノコギリ波

デュアルノコギリ波+三角波

サンプル＆ホールド

ノイズ

LFOはフリーランニングで動作します。

LFOはBPMに同期して動作します。設定をONに設定すると、
LFOノブはディバイダー/マルチプライヤーとして動作し、LFO
ノブを回すと現在のLFOの動作レートがディスプレイに表示さ
れます！

BPM同期のLFOで特に興味深い効果をもたらす以来とは異なる新しいアプロ
ーチのLFO波形を搭載しています。

BPMシンク（同期）

LFOリセット
この設定をONにするとLFOはゲート信号を受け取るたびに波形の先頭にリセ
ットされるためリズミカルな興味深いモジュレーションを作成できます！

LFOによるオシレーターのフリケンシーモジュレーションを適用するにはFM 
LVLポットを調節します。LFOオーディオレートメニューで高速のLFOに設定
すると変調すると特におもしろい効果が得られます。
LFOによるフィルターのモジュレーションをおこなうにはLFO LVLを調節しま
す。通常のステッププログラミングメニューに戻るにはBACK / NOTEエンコ
ーダーを押してください。



ステップ/パターンのコピーステップのクリア

シーケンスを作成する際にステップまたはパターンの一部分をコピー＆ペーストすることが
できます。最大で16ステップをコピー＆ペーストすることができます。SHIFTを押しながら
COPYボタンを押してください。シーケンサーはコピーモードに進み、このときコピーするス
テップまたは一連のステップ（対象となる連続した一連の最初のステップボタンを押し続け
ながら最後のステップボタンを押す）を選択することができます。この操作でノート、ゲー
ト、アクセント、スライドといったすべてのパラメーターがコピーされます。パターン全体
（パターンに含まれる16ステップを超えるすてべのステップ）をコピーするには、SELECT / 
GATEエンコーダーを押すだけです。ひとつのステップをコピーする場合は、例えばステップ1
でピッチエンベロープを含むバスドラムのようなサウンドを作り、それをコピーしてその他
のステップにも全く同じ設定を適用したい場合はショートカットを押します。コピーしたい
ステップボタンを押しながら＜BARボタン（COPYボタンの真上に配置されています）を押しま
す。この操作で関連するステップのすべての情報がコピーされます。そして同じようにBAR>
を押すショートカットはシングルステップのペーストとして機能します。詳しくは STEP / 
PATTERNチャプターをご覧ください。パターン全体を即座にコピーして別のパターンスロット
にペーストすることも可能です。これをおこなうには最初にPATTERNメニューに移動します。
SHIFTを押しながらPATTERNボタンを押してください。まずはコピーするパターンに対応するス
テップボタンを押しながら<BARボタンを押してください。次にそのパターンをペースト先と
なるステップボタンを押しながらBAR>ボタンを押してください。この操作でパターンが新し
いパターンスロットへペーストされました。

ステップを削除する最も簡単な方法は、ステップボタンをオフにすることですが、DB-01
にはより高度なクリア方法が用意されています（ステップの特定のパラメーターのクリ
アなど）。通常のステップ入力モードで、SHIFTを押しながらCLEARボタンを押すとクリア
メニューにアクセスできます。アクティブなステップが表示され、ひとつのステップボ
タンまたは連続する複数のステップボタンを押すことで個々のステップまたは一連のス
テップをクリアできます。例えばステップ5～8を即座にクリアするにはステップ５ボタ
ンを押したままステップ８ボタンを押します。この操作で5～8のすべてのステップがク
リアされます。パターン全体をクリアするにはSELECT / GATEエンコーダーボタンを押して
ください。ステップごとのパラメーターのみをクリアすることも可能です（アクセント
、スライド、モジュレーション、トラック、ピッチエンベロープ）。ゲートとノートに
ついてはステップをオフにすることによってのみ削除できます。アクセントトラックを
クリアするにはSHIFT + ACCENTの操作でアクセントメニューにアクセスして、SHIFT + CLEAR
ボタンを押してください。アクセントが有効になっているステップは30％の明度で点灯
しています。次にひとつ、または連続するステップボタンを押してアクセントのみをク
リアします。同じ要領でその他のパラメーターのクリアをおこなうことができます。ま
ず関連するモード（SHIFT + MODでモジュレーションなど）にアクセスし、次にクリアモ
ード（SHIFT + CLEAR）にアクセスする必要があります。ステッププログラミングモードに
戻るにはBACK / NOTEエンコーダーを押してください。



ステップ/パターンのペースト セーブ/ロード対象となるパターンバンクの選択

シーケンスの一部をコピーしたら、別の場所にペーストすることができます。ペースト機能
は、コピーよりも高度な機能が搭載されており、コピーしたステップに含まれるすべての情
報をペーストすることも可能ですが、特定のパラメーター(アクセント、スライド、モジュレ
ーションなど)のみをペーストすることも可能です。ステップに含まれるすべての情報をペー
ストするにはSHIFTを押しながらPASTEボタンを押します。次にペーストするシーケンスの最初
のステップを押すだけですべてのステップがペーストされます。すでにアクティブなステッ
プが存在するシーケンスにペーストを行う場合は、これらのステップはすべて上書きされま
すのでご注意ください。事前にコピーしたステップに含まれる特定の情報（モジュレーショ
ントラックのみ、など）をペーストするには、関連するモードにアクセス（モジュレーショ
ントラックの場合はSHIFT + MOD）にした後にSHIFTを押しながらPASTEボタンを押してください
。ここで、ペーストしたい最初のステップを押すだけで事前にコピーしてあった内容を上書
きでペーストすることができます。ステップ入力モードに戻るにはBACK / NOTEエンコーダー
を押してください。シングルステップのコピーショートカットを使用して、全く同じ設定を
他のステップにペーストしたい場合は、情報をペーストしたいステップボタンを押したまま
BAR>ボタン（PASTEボタンの真上に配置されています）を押してください。この操作で該当の
ステップにすべての情報がペーストされます。

Bassline DB-01には8バンク x 16パターンのメモリーロケーションが用意されてい
ます.。パターンを作成する前に、事前にパターンのセーブ/ロードの対象とな
るバンクを選択しておく必要があります。バンクを選択するには、最初に
SHIFTボタンを押しながらBANKボタンを押してください。最初の10個のステッ
プボタンは利用可能なバンクを表す70％の明度で点灯し、すでにいくつかの
パターンが保存されているバンクは100％の明度で点灯します。このとき、い
ずれかのバンクボタンを押すと、バンクの選択をすることができます。ステ
ップ入力モードに戻るにはBACK / NOTEエンコーダーを押してください。



パターンのセーブ

満足のいくパターンが作成できたら、そのパターンを選択されたバンクの16の保存先のい
ずれかに保存してみましょう。
SHIFTボタンを押しながらPATTERNボタンを押してください。
ステップボタンはパターンスロットとして機能し、70％の明度で点灯しますが、パター
ンがすでに保存されているスロットは完全に点灯します。
現在作業中のパターンスロットにそのまま保存したい場合は単純にRECORDボタンを押し
てください。
ディスプレイにはSAVと表示され保存されたことを確認できます。
その他のパターンスロットに保存したい場合は、任意のステップ（パターンスロット）
ボタンを押しながらすぐにRECORDボタンを押してください。ディスプレイにはSAVと表示
され保存が完了したことをお知らせします。ステップ入力メニューに戻るにはBACK / 
NOTEエンコーダーを押してください。
SHIFT + RECの操作で他のメニューを開いている最中でも瞬時にパターンを保存することも
可能です。
保存されているパターンを削除して新しいパターンのためにスロットを開放したい場合
は、両方のOCTボタンを押しながら任意STEPボタンを押してください。ディスプレイには
？マークと現在削除対象となっているパターンの番号が表示されます。SELECT/GATEエン
コーダーを押すと削除を実行します。

事前に保存したパターンをロードしたい場合は、はじめにSHIFT + PATTERNボタンを押してください。パ
ターンスロットを示すステップボタンは70％の明度で点灯しますが、すでにパターンが保存されている
スロットは完全に点灯します。ロードしたいパターンのSTEPボタンを押すとロードされます。シーケン
サーが走行中の場合は、再生中のパターンが完了するとロードしたパターンが続けて再生されます。
また、パターンリロードという便利な機能も搭載されています。すでに保存されているパターンを演奏
中に変更を加えてもすぐさま事前に保存されていた状態に戻すことができます。ステッププログラミン
グメニューでSELECT / GATEエンコーダーを押しながらBACK / NOTEエンコーダーを押してください。
さらに、パターンを瞬間的に切り替えることも可能です（現在再生しているパターンが最後に到達する
のを待たずに別のパターンへ移行することができます）。これをおこなうには+1 OCTボタンを押しなが
ら任意のステップボタンを押してください。この機能はパターンモードで利用することができます。
パフォーマンス中に同一バンクに含まれる複数のパターンを連続再生するパターンチェインも搭載して
います。これをおこなうにはSELECT / GATEエンコーダーを押しながらステップボタンを押してください
。同じパターンをチェーン内で複数回繰り返すことも可能です。例えばパターン1、3、4、7の順番のな
かで、パターン1を3回繰り返してからパターン3に移行する場合には、SELECT / GATEエンコーダーを押し
ながら1、1、1、3、4、7の順番で押すといった具合です。このパターンチェーンは自動的にラッチされ、
別のパターンを選択するだけで終了できます。パターンチェインはメモリに保存することはできません
のでご注意ください。

パターンのロード



Bassline DB-01の設定

設定メニューではBassline DB-01の様々なパラメーターを設定することができます。以下の
すべての設定にアクセスするにはSHIFTボタンを押しながらCONFIG (+1 OCT)ボタンを押して
ください。

 
クロック設定

SELECT / GATEエンコーダーボタンを押しながらBACK / NOTEエンコーダーを操作してクロッ
クソースを選択します。
内部クロック（INT）、外部クロック（EXT）はCLK INジャックに接続されたアナログ4 ppq
周期の信号を受信して動作します。また、外部MIDIクロック（MID）に同期演奏すること
も可能です。

 MIDI IN設定

SELECT / GATEエンコーダーを操作してディスプレイにMINを表示させてください。SELECT / 
GATEエンコーダーを押しながらBACK / NOTEエンコーダーを操作してBassline DB-01がMIDI情
報を受信するチャンネルを設定します。

 MIDI OUTチャンネル設定

SELECT / GATEエンコーダーを操作してディスプレイにMOTを表示させてください。SELECT / GATE
エンコーダーを押しながらBACK / NOTEエンコーダーを操作してBassline DB-01がMIDIノートメッセ
ージを送信するチャンネルを設定します。また、エンコーダーを反時計回りに回すとMIDI OUTと
MIDI THRUとで切り替えることも可能です。エンコーダーを時計回りに回すとMIDIチャンネルを選
択できます。

 
MIDIクロックアウト設定

SELECT / GATEエンコーダーを操作してディスプレイにMCKを表示させてください。SELECT / GATE
エンコーダーを押しながらBACK / NOTEエンコーダーを操作するとMIDIクロックの送信をオフ（
OFF）またはオン（ON）にすることができます。

 バーフォロー（小節追尾表示）

16ステップよりも長いシーケンスでプログラミングやパフォーマンスをおこなうとき、通常で
は<BAR>ボタンを押すことでエディット対象となるステップ範囲を移動します。このBAR FOLLOW
をオンにすると現在の再生ステップ位置に応じて自動的にステップ表示を小節単位で切り替え
ます。SELECT / GATEエンコーダーを押しながらBACK / NOTEエンコーダーを操作すると機能のオン
/オフを切り替えることができます。

 ボリューム調節

VOLパラメーターはユニットのメインアウトプットボリュームを調節することができます。この
機能は音量の小さな信号を処理するギターペダルなどに接続するときなどに特に役立ちます。

 Uチューニングの微調整

Bassline DB-01はA = 440Hzを基準としていますが必要に応じて微調整することができます。TUN設
定に移動し、SELECT / GATEエンコーダーを押しながらBACK / NOTEエンコーダーを操作すると430
～450Hzの範囲でマスターチューンを調節することができます。



DB-01 Basslineの設定

いでしょう。外部のCVで制御する場合は、本体内部の工場出荷時のチューニングの精度に依存
します（非常に正確です）。もしVCOのチューニングがわずかに外れている場合はCVソース側と
なる機器の仕様や設定を見直してみてください。それでもチューニングが気になる場合は、CV
ソースに合わせてDB-01をチューニングすることも可能です。この手順についてはErica Synthsの
サポートにお問い合わせください。

 ファームウェアバージョンの表示

DB-01のファームウェアバージョンを確認できます。ディスプレイにVERが表示されるまでSELECT 
/ GATEエンコーダーを回し、SELECT / GATEエンコーダーを押してファームウェアのバージョンを
確認します。

 ファクトリーリセット

DB-01を工場出荷時の状態に戻します。ディスプレイにRSTERが表示されるまでSELECT / GATEエン
コーダーを回し、SELECT / GATEエンコーダーを「2回」押すとリセットが始まります。ディスプ
レイにはリセットの進捗が10～100で表示されます。ステップ入力メニューに戻るにはBACK / 
NOTEエンコーダーを押してください。

ファームウェアアップデート

Erica Synthsから最新ファームウェアアップデートの公式アナウンスがされた場合、DB-01のファ
ームウェアをアップデートしてください。この作業はオーディオブートローダーにより簡単に
アップデートすることができます。DB-01にインストールされているファームウェアバージョン
を確認してください（方法は前述の「ファームウェアバージョンの表示」をご覧ください。）
。Erica SynthsのWebサイトよりファームウェアをコンピューターへダウンロードしてください。
メディアプレイヤーアプリケーション（VLC Player推奨）を開いてコンピューターのヘッドホン
アウトなどとBassline DB-01のCLK INジャックを接続してください。DB-01の電源を落とし、FM LVL
ノブを9時の向きにしてください。SELECT / GATEエンコーダーボタンとBACK / NOTEエンコーダー
ボタンのふたつを押しながら電源を投入してください。DB-01がファームウェアモードで起動す
ると、ディスプレイにはDFUの文字が表示されます。最後にコンピューター上でオーディオファ
イルを再生を開始し、再生が終わったらDB-01を再起動してください。おめでとうございます！
これで最新のファームウェアがインストールされました！

 パターンのバックアップ

あなたの心に平穏をもたらすために、DB-01に保存されているパターンをオーディオファイルとしてコ
ンピューターやレコーダーに保存しておくことができます。メモリーをバックアップするには、
SELECT / GATEエンコーダーを操作してBKPを表示させてください。SELECT / GATEエンコーダーを押すと
ディスプレイにはTX（TRANSMIT = 送信）が表示されます。DB-01のCV OUTをオーディオインターフェイ
スへ接続してコンピューター上のレコーダーアプリなどを起動してください。CV OUTを直接コンピュ
ーターのLINEインプットなどに接続しないでください。過大入力はオーディオインターフェイスを破
壊する場合がありますので、必ずアッテネーターを搭載したオーディオインタフェイスを使用してこ
の作業をおこなってください！SELCT / GATEエンコーダーボタンを押すと転送が開始されます。
ステップボタンのLEDはひとつずつ点灯して転送の進行をお知らせします。16ステップすべてのLEDが
点灯したら転送は完了です。録音したオーディオを保存してください。
パターンをコンピュータから復元するには、オーディオアウトプットDB-01のCLK INを接続して、パタ
ーンデータ録音済みのオーディオファイルを用意しオーディオプレイヤーにロードしてください（
VLC Playerを推奨しています）。SELECT / GATEエンコーダーを押してディスプレイにBKPを表示させ、
SELECT / GATEエンコーダーボタンを押すとディスプレイにはTXと表示されます。次にSELECT / GATEエン
コーダーを操作するとディスプレイにはRX（Receive = 受信）が表示されます。SELECT / GATEエンコー
ダーボタンを押すと受信待機状態になりますのでコンピューター/レコーダーの再生を開始してくだ
さい。オーディオの再生が終わるとDB-01のメモリーの復元は完了です。ステップ入力メニューに戻る
にはBACK / NOTEエンコーダーボタンを押してください。
注意！メモリーはバックアップファイルに従って復元されるため、メモリの内容をすべて上書きします。

 VCOキャリブレーション

DB-01にはオートチューン機能が搭載されています。つまり、VCOの音程は常にシーケンサーのノート
の音程に正確になるようにチューニングされます。Bassline DB-01は工場出荷時に正確にチューニング
された状態で出荷されていますが、何らかの理由で再度チューニングをする必要が生じた場合にこの
機能をご利用ください。
キャリブレーションを実行するには、CV INになにも接続されていないことを確認し、ディスプレイに
CALが表示されるまでSELECT / GATEエンコーダーを回してください。次にSELECT / GATEエンコーダーボ
タンを押すとキャリブレーション作業が開始されます。ディスプレイにはキャリブレーションの進捗
が10～100で表示されます。キャリブレーションには20秒ほどの時間を要します。
注意！このキャリブレーションはVCOのみを対象としたキャリブレーションです。この機能は内蔵シ
ーケンサーでの演奏から外部MIDIキーボードに切り替えて演奏するときやその逆などで利用すると良



安全上の注意
以下の諸注意に従ってErica Synths Bassline DB-01を使用してくださ
い。適切な使用方法下においてのみモジュールの適切な動作は
保証され、Erica Synthsの保証が適用されます。

Bassline DB-01は同梱されている電源ユニット（PSU）でのみご使
用ください。その他のPSUユニットで電力を供給すると製品に永
続的な損傷を与える可能性があります。

ほとんどの電子機器は防水性がなければ、水濡れは致命的な故
障を招きます。Bassline DB-01は湿度の高い湿った環境での使用を
推奨していません。モジュール内部に液体やその他の伝導性物
質を入れないでください。これが発生した場合は、すぐさま電
源を落とし乾燥させて、資格のある技術者に検査とクリーニン
グを依頼してください。

この装置を+50℃以上または-20℃以下の環境に晒さないでくだ
さい。同地を極低温で輸送した場合は、電源を投入する前に室
温に1時間以上放置してください。

輸送は慎重におこなってください。落としたり転倒させないで
ください。保証は外観的な損傷がある場合には適用されません
。

Bassline DB-01を配送する場合はオリジナルのパッケージでのみ出
荷してください。返品、交換、および保証修理のために弊社まで
発送する場合はすべての付属品を同梱して発送してください。

オリジナルのパッケージと技術的文書は大切に保管しておいてく
ださい。

処理について
この製品はEUのガイドラインに準拠し、鉛、水銀、カドミウム、
クロームを使用せずに製造され、RoHSに対応しています。しかし
ながらこの製品は特殊な廃棄物になるため、家庭ごみとしての廃
棄は推奨されていません。

ユーザーズマニュアル：Girts Ozolins @Erica Synths
デザイン：Ineta Briede @Black8
翻訳：Toru Koda (Q330) @ Elektron Distribution Group

複製、配布、商用利用は一切禁止されており、Erica Synthsの書面に
よる許可が必要です。

仕様は予告なく変更される場合があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
www.ericasynths.lv のサポートセクションを参照してください。

Erica Synths
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Riga
Latvia

LV-1045

Elektron Distribution Group
〒151-0053

 東京都渋谷区代々木 4-28-8
村田マンション311号
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You will find the Erica Synths terms 
of warranty at www.ericasynths.lv

Items for return, exchange and/or warranty repair 
should be sent us according to the guidelines on 

SUPPORT section on www.ericasynths.lv


