
ユーザーマニュアル



Erica Synths MATRIX MIXER をお買い求めいただきありがとうございます！

多くのユーロラックユーザーはご存じかもしれませんが、パフォーマンスの最中に根本からパッチを変更することは困難である

場合があります。したがって多様なパフォーマンスをおこなうには大規模なシステムが必要で、そうしない限りは「とても実験

的な音楽」に終始してしまいがちです。しかしボタンをひとつ押すだけでシステムにパッチを適用できるとしたらどうでしょう

か？この Erica Synths Matrix Mixer は、16 インプット、16 アウトプットのデスクトップパッチマトリクスであり、高精度に信号をルー

ティングおよびミキシング可能なバッファードマルチプルでさらにランダムパッチ機能も搭載しています。また、もちろんユー

ロラックシステムと外部機器とのインターフェイスとして使用することもできますし使用用途はユーロラックに限られません！

Matrix Mixer は EMS Synthi や Buchla Music Easel のようなプリセットカードアダプターを採用したセミモジュラーシンセとの組み

合わせでも真価を発揮します。パネルボタンや MIDI プログラムチェンジメッセージによるパッチ切り替えを簡単におこなうこと

ができるため、Matrix Mixer はユーロラックはもちろんのこと、ドラム、ギター、管楽器など、その他の組み合わせた構成でも大

変役立つことでしょう。モジュラーパフォーマンスを際立たせ、Matrix Mixer をお楽しみください！！

特長：

• 16 バッファード＆ DC カップルド入力

• 16 の独立したバッファード＆ DC カップルド出力

• 3 段階のレベルアッテネートに対応した 256 の接続

• " ピアノ " モード

• ランダマイズ範囲と密度を定義可能なランダムパ

ターンモード

• 254 パターンメモリー

• MIDI プログラムチェンジによるパターンの切り替え

• 32 x 3.5mm ミニジャック

• 4 x 6.3mm 標準ジャック

仕様 :
オーディオレベル 10vpt  
減衰レベル 1,0.7,0.3
電源 12VDC ( ユニバーサル AC/

DC コンバーター ]
本体外径寸法 225 × 226 × 44mm
重量 1.25 kg
パッケージサイズ 315 × 295 × 95mm



Matrix Mixer の電源は、本機に付属の外部電源装置のみでご使用ください。他の電源ユニットを使用すると、インストゥルメント

に恒久的な損傷を与える可能性があります。

モジュールやインストゥルメントをマトリックスに接続するには、標準の 3,5mm Eurorack パッチケーブルを使用してください。

マトリクスは単一指向性です。つまり、信号は左側の入力から上側の出力に送られます。1 つの入力から複数の出力に同時に信号

を送ることができ、同様に、複数の入力を 1 つの出力にミックスすることができます。

Matrix Mixer の背面には、2 つの 6.3mm 入力と 2 つの 6.3mm 出力ソケットがあります。これらはそれぞれ、Input 1、Input 2、Output A、
Output B と重複しています。3,5mm ソケットには優先順位があり、3,5mm ソケットに何かをパッチングすると、 6,3mm ソケットは

自動的に切り離されます。

PATCH MATRIX は 256 のパッチポイントを持ち、それぞれ 3 段階の減衰設定が可能で、254 パッチ分のメモリーを備えています。

システム設定

SHIFT ボタンを押したまま両方の PATTERN ボタンを同時に押すとシステム設定にアクセスできます。 4 つのシステムオプションが

ありそれぞれが上部の 4 つの行に表示されます。エンコーダーを使用して設定内の点滅するパッチ ポイントをナビゲートし左の

エンコーダーを押して選択を確定します。

▲

最初の行は、パッチ変更の MIDI チャンネルを表します。一番左のポイント (マトリックスの列 A) は MIDI チャンネル 1、列 B – チャ

ンネル 2 などを表します。

▲

2 番目の行は、ランダム化の「密度」を設定します。ランダム モードが選択されている場合、同時に表示される接続の数です。

列 A のパッチ ポイントは 5% の密度を表し ( すべてのパッチ ポイントの ~5% がランダム パッチでアクティブ化されます )、次

の列ごとにさらに 5% の密度が追加されます。列 P は 80% の密度を表します。ランダムなパッチで密度を高くしても意味がな

いと考えています。

▲

マトリックスの特定の範囲 (X 列 x Y 行 ) をランダム化したい場合がありますがマトリックスの別の部分はランダム化によって

変更されないためユーザー定義のランダムな範囲が実装されます。左上隅 ( パッチ ポイント A1) は基準点で、構成設定の 3 行
目はランダムな範囲の列数を設定します。

▲

4 行目は、ランダム化 「範囲」の行数を設定します。

パッチを作成するには、X および Y エンコーダーを介してマトリッ

クスをナビゲートし、パッチ ポイントを選択します。 左のエンコーダーを

使用すると減衰接続を作成できます。 エンコーダーを押して接続します。 
最初のプッシュでゲイン値 1 で接続し、2 回目で 0.7、3 回目で 0.3、4 回目で

接続をオフにします。 右側のエンコーダーはゲイン値 1 で接続を確立しもう

一度押すと接続がオフになります。基本的にこれはショートカットとして機

能します。





接続プレビュー [ ピアノモード ] / ライブ
( オリジナル EMS Synthi で、リアルタイムにマトリクスにピンを抜き差ししながら実験的

な音作りをしていくことと同じです ) をするには、目的のマトリクスポイントに移動して、

Shift キーを押しながらいずれかのエンコーダーボタンを押してください。エンコーダー

が押されている間だけ接続が有効化します。 

ランダムパッチ
SHIFT ボタンを押したまま、右の PATTERN ボタンを押すと、Matrix Mixer がランダム化密度と範囲の設定に基づいてランダムなパッチを生成します。

パッチの保存
パッチに満足したら、SAVE ボタンを押して、「保存されたパッチ」ビューにアクセスします。 X/Y エンコーダーを使用して目的の位置に移動し、

いずれかのエンコーダーを押してパッチを保存します。 注意！ 左上と右下の位置 ( 半分淡色表示 ) は予約されており、アクセスできません。 
気が変わってパッチを保存したくない場合は、SAVE または SHIFT を押してパッチ作成モードを終了します。 マトリックスは 30 秒ごとに最後の

パッチを自動的に保存し、電源を入れ直した後、最後にアクティブだったパッチを記憶します。

パッチの呼び出し
RECALL ボタンを押して、「保存されたパッチ」モードにアクセスします。 エンコーダーを使用して保存されたパッチの 1 つに移動し、いずれか

のエンコーダーを押して呼び出します。

パッチの削除
SAVE ボタンを押します。 エンコーダーを使用して削除するパッチに移動します。 RECALL を 5 秒以上押し続けると、パッチ名の LED が消灯します。

瞬時にパッチを変更する
PATTERN ボタンを押すと保存されたパッチを順番にナビゲートできます。 これはパッチを即座に変更する必要があるパフォーマンス中に特に役

立ちます。

MIDI 経由でのパッチ変更
MIDI 経由でパッチを変更するにはプログラム チェンジ メッセージを送信する必要があります。 バンク 1 のプログラム 1 から 128 はパッチ 1 か
ら 128 を変更し、バンク 2 のプログラム 1 から 128 はパッチを 128 から 254 に変更します。 1" MIDI メッセージを受信し、パッチ番号 300 にアク

セスする場合は、"Bank 2, Program 44" MIDI メッセージを送信する必要があります。 注意！ 最初のパッチは 1-B スロットにあり、最後のパッチ

は 16-O スロットにあることに注意してください。これは、1-A スロットと 16-P スロットが、パッチ リコール画面で表示するために予約されて

いるためです。

マトリックスの LED を無効にする
マトリックスの LED がバックグラウンドのデジタルノイズの原因となることがあり、スタジオレコーディングには不向きです。このノイズは、

マトリックスのパッチポイント LED を無効にすると解消されます。SHIFT + RECALL を押すと、マトリックスの LED は無効化されますが、パッチ

された接続は保持されたままです。LED を再び有効にするには、エンコーダーのどちらかを回すだけです。



安全上の諸注意 

Erica Synths SYNTRIX の使用の際は以下に示す使用手順に

従ってください。これにより、機器の適切な動作され、 Erica 
Synths からの保証を受けることができます。 

 SYNTRX は本体付属の専用 AC アダプターのみをご

使用ください。その他のアダプターを使用すると 
SYNTRX に 恒久的な破損を及ぼす恐れがあります。 

水分は、多くの電子機器にとって防水加工されて

いない限り は致命的な故障を招きます。SYNTRX 
は執権の多い環境 での使用を目的としたもので

はありません。 本体に液体やその他の導電性物

質を入れないでください。意図せずこれが発生し

た場合には、すぐさま本体の電源を落とし主電源

から切断し、資格のある技術者によって換装、点

検、 およびクリーニングされる必要があります。 

本体を +50° C 以上または -20° C 以下の環境に

晒さないでく ださい。本体を低温環境で輸送し

た場合は、プラグを差し込 む前に室温で 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。落下や転倒の

ないように してください。外傷のある機器は保

証対象外となる場合があ ります。 

SYNTRX はオリジナルのパッケージでのみ出荷さ

れる必 要があります。返品・交換および保証修

理の際は必ずオリジ ナルのパッケージに入れて

発送してください。これを遵守し ていない場合、

受け取りは拒否され返送される場合がありま す。

発送の際にはオリジナルのパッケージであるこ

と、その 他技術書類やもともとの付属品がすべ

て同梱されていること を確認してから発送して

ください。 

処理について

その他 Erica Synths の保証に関する情報については www.
ericasynth.lv をご覧ください。返品・交換、保証修理品は 
Erica Synths が定めるガイドラインに従って発送してくださ

い。 

製品の破棄についてこの機器は EU ガイドラインに準拠して

おり、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。しかしながらこの機器は特別な廃

棄物となりますので家庭廃棄物としての投棄は推奨されて

いません。 

ユーザーマニュアル : Girts Ozolins @Erica Synths
デザイン : Ineta Briede @Black8

この取扱説明書の複製、再配布、または商用利用は禁止さ

れています。Erica Synths との書面による許可が必要です。 
製品の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、www.ericasynth.lv のサポートセク

ションまでお気軽にお問い合わせください。 

Erica Synths
Andrejostas St. 43

Riga, Latvia
LV-1045

総輸入代理店 : Elektron Distribution Group
〒 151-0053 東京都渋谷区
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