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機器のスペック 

 Output trigger / gate voltage ： - 5V 

 Clock and reset input voltage  ：  >= 3.5V 

 MIDI TRS  ： type A 

 Supply voltage  ： +12V 

 Supply current  ： 20-40mA 

 1U Intellijel / 24HP or 3U / 6HP 

 Printed aluminum panel, 2mm thickness 

 Depth (not including power connector) 20mm 

 Weight: 1U: 58g, 3U: 54g 

 

 

ユーザーインターフェース 

6equencer のユーザーインターフェイスは、LED 付きの 16 個のボタンと FUNC ボタンで構成されて

います。 各 LED は、赤、青、または紫に点灯します。通常、青の LED はモードまたは設定を示し、赤の

LED はアクティブなステップまたはパラメーターを示します。 赤と青の両方の LED がオンになると紫

色になります。 これは、両方が設定されていることを意味します（たとえば、ステップが設定され、パラ

メーターが選択されている）。 

そのため、このマニュアルで赤または青の LED について説明している場合、選択した機能によっては紫

色に見える場合もあります。 

 

パターンビューでは、16 個のボタンのそれぞれが特定のステップであり、ソングビューではそれぞれが特

定のパターンです。 

FUNC ボタンを長押しすると、他の 16 個のボタンを使用してモードと設定を変更できます。 このドキ

ュメントでは、このメソッドを FUNC +ボタンと呼びます。他の機能には、FUNC を押したまま、別のボ

タンを長押しすることでアクセスできます。 このドキュメントでは、このメソッドを FUNC +ボタン（長

押し）と呼びます。 

 

 

入出力とクロック 

6equencer には、8 つのインストルメント出力、クロックと MIDI 入力、およびリセット（RES）または

ラン&ストップ（RS）入力と MIDI 出力があります。 

本機は設定メニューの設定に応じて、特定の長さのゲートまたはトリガーを出力します（設定メニューを



参照）。 

 

本体のパネルには以下のように表記されています： 

ACcent、BaseDrum、SnareDrum、LowTom 

HighTom、CYmbal、OpenHihat、ClosedHihat 

 

もちろん、インストルメントやイベント（エンベロープ、アルペジエーター、その他のシーケンサーなど）

をトリガーするためにも利用できます。 

 

MIDI 入力と出力を使用する場合、ACcent トラックは他のトラックとは異なる動作をします（MIDI を参

照）。また、他の機器のパルス長を変更するために使用することもできます。 

 

6equencer は、アナログクロックまたはトリガーを使用して、あるいは MIDI クロックを使用してクロッ

クすることができます。クロックソースと MIDI クロックのディバイダーは設定メニューで調整できます。 

MIDI を介してインストルメントを直接トリガーすることも可能です。シーケンサーは、RESET モードで

信号の立ち上がりエッジでリセットされます。あるいは、入力の信号がハイである間だけシーケンサーが

再生される RUN-STOP モードを使用することもできます。このソケットは MIDI 出力も兼ねており、デ

ータを出力して MIDI ドラムマシンをトリガーすることも可能です 

 

 

パターンビュー 

電源を入れると、6equencer はデフォルトではパターンビューになります。 これは青色で点灯している

PAT LED によって示されます。 パターンビューはパターンのプログラミングに使用でき、ほとんどのラ

イブパフォーマンスツールとしても利用できます。 

アクティブなステップは、赤がオンになっていることで示されます。 

非アクティブなステップの場合、赤い LED はオフになります。 

シーケンサーが実行されているとき、現在のステップ位置が、ステップがオフの場合は赤で短い点滅で示

され、ステップがオンの場合は、赤い LED が一時的にオフになります。 

 

 

アクティブなインストルメントの選択 

現在アクティブなインストルメント・チャンネルは青い LED で示されています。 

インストルメントを変更するには、FUNC とインストルメントボタンを押します。 または、インストルメ

ントボタンを長押ししてアクティブにすることもできます。 



インストルメントが選択されると、そのインストルメントのアクティブなステップが赤色の LED で表示さ

れます 

 

 

パターンの打ち込み 

ステップを打ち込んだり、非アクティブにする場合は、単純に対応するステップボタンを押してください。

ステップがアクティブなると赤の LED が点灯します。 

 

 

パターンの長さの決定 

Last Step 機能を使ってパターン全体の長さを変更できます。Last Step モードにアクセスするには、

FUNC + LSTEP ボタンを押します。LSTEP と表記されたボタンが青色に点灯し、パターンの最終ステ

ップが赤色に点灯しています。パターンのラストステップに設定したいボタンを押して設定します。FUNC

ボタンをもう一度押して Last Step モードを出ます。 

 

 

パターンビューでのコピー＆ペースト 

インストルメントのステップをコピーして、別のインストルメントや別のパターンにペーストすることが

できます。 

ソングビューでパターン全体をコピーして貼り付けることもできます（ソングビューの章を参照）。 

現在表示されているステップをコピーするには、FUNC + COPY（長押し）を実行します。 

確認のため、COPY LED が青色に点滅します。 

コピーしたステップをペーストするには、別のインストルメントに切替えてから、FUNC + PASTE（長

押し）を実行します。 

確認として、PASTE LED が青色に点滅します。 別のパターンに切り替えて（ソングビューを参照）、そ

こにステップをペーストすることもできます。 

 

 

パターンビューでのエディットとパフォーマンス 

パターンビューではいくつかのパフォーマンスに特化した機能が用意されています。一部の機能は、編集

とパターンプログラミングにも役に立ちます。 

 



 

シーケンス進行方向の切替え 

フォワード、バックワード、ピンポン、ランダムの 4 つのプレイ方向を切り替えて使用できます。 

いずれの場合も、パターン内の実際の再生位置が記憶されるため、これらのモードを切り替えてもシーケ

ンサーが同期しなくなることはありません。 

ソングモードでのパターン変更もこの基になる位置を使用するため、パターン変更は常に正しく同期して

行われます。 

 

フォワードモード（FUNC + FWD）は通常の順方向にシーケンスを進め、バックワードモード（FUNC 

+ BACK）は逆向きにシーケンスが進みます。 

 

ピンポンモードでは、最初にパターンを順方向に再生してから逆方向に再生する「行ったり来たり」のシ

ーケンス走行です。 

パターンの最初と最後のステップは、正しいパターンの長さを維持するために 2 回再生されます。 

ピンポンモードにアクセスするには、FUNC + P / P（長押し）を押します。 P / P LED が青色に点滅

してピンポンモードを示し、点灯してフォワードモードを示します。 

 

FUNC + RND（長押し）を押すとランダムモードになります。 LED が青色に点滅します。 

ランダム再生モードでは、ステップを完全にランダムな順序で再生するのではなく、興味深くリズミカル

に使用できる結果を生成するように最適化されたアルゴリズムに基づいてパターンをジャンプさせます。 

 

4 つのプレイ方向はすべてのパターンに作用し、これは保存されません。 

 

 

ライブレコーディング(TAP) 

シーケンサーの実行中に、TAP モードを使用してステップをライブで記録できます。 

TAP モードに入るには、FUNC + TAP を押します。 

インストルメントボタンを使用してステップをライブレコーディングできます。 

インストルメントボタンを押すと、インストルメントが再生され、現在のステップがオンになります。 

複数のパターンをソングとしてつなげると、複数のパターンで録音できます。 

TAP モードのときに楽器の MIDI ノートを 6equencer に送信することもでき、それらは同じように録音

されます。 

TAP モードを終了するには、もう一度 FUNC を押します。 

 



 

ステップのクリア 

シーケンサーの実行中に FUNC + CLEAR を押すと、現在選択されているインストルメントの現在のステ

ップをクリアできます。 

FUNC ボタンを離すとモードはすぐに無効になります。ずっと押し続けることで全ステップが消去されま

す。 

 

 

インストルメンツの MUTE 

便利なパフォーマンスツールの一つに MUTE モードがあります。シーケンサーの再生中にパターンを変更

せずにインストルメントをアクティブまたは非アクティブにすることができます。MUTE モードに入るに

は、FUNC + MUTE を押します。MUTE LED が青く点灯します。 

 

ミュートモードでは、8 つのインストルメントの LED は、アクティブな場合は赤で点灯し、インストルメ

ントがミュートされている場合は消灯します。 インストルメントの各ボタンを押すと、ミュート状態とア

クティブ状態が切り替わります。 

 

インストルメントがトリガーされるたびに、追加のフィードバックとして LED が点滅します。 

他の 8 つのインストルメント以外のボタンは、確率を制御します（Probability control の章を参照）。 

MUTE モードを終了するには、FUNC を押します。 ミュートは全体のパターンに作用し、保存はされま

せん。 

 

 

プロバビリティ(確率パターン） 

LT と HT は、他のインストルメントが演奏する確率としない確率をコントロールすることができます。ど

の楽器に影響を与えるかは、MUTE メニューの他の 8 つのインストルメント以外のボタンで選択します。 

 

 

 

これらの各ボタンは、左側の 8 つのボタンにあるインストルメントを制御します。 

 



LED がオフの場合にはインストルメントの確率は変更されず、正常の動作になります。 LED がオンにな

っている場合、インストルメントは次のように LT および HT に反応します。 

 

 

 

確率は、LT および HT 出力にも作用します。 

確率の設定は、SAVE（長押し）による保存時に「保存」されます。 

 

注意：プロバビリティ（確率）は保存されるため、トリガーシーケンスにおいて「特定のトリガーが反応し

ない」といった機器の故障と勘違いされる事例があります。トリガーの反応が打ち込んだ内容より間引か

れて聞こえるような場合には、プロバビリティコントロールを 100％に設定してください。 

 

 

ソングビュー 

ソングビューでは、再生や編集のためにパターンを選択したり、パターンを連結してソングを作成したり、

パターンのコピー＆ペースト、ソングの再生方向の変更などを行うことができます。 

いくつかの演奏機能もここで利用でき、パターンビューと同じように動作します。これらの機能には、TAP、

MUTE、LAST STEP があります。 

 

ソングビューでは、各ボタン／LED が 16 のパターンの 1 つを表示します。ソングの一部であるパターン

は赤で点灯します。現在のパターンは赤で点滅して表示され、パターンビューに戻るとそのパターンが表

示されます。 

 

 



再生中のパターンを変更する 

再生中のパターンを瞬時に変更するには、ソングモードでパターンのボタンを押し、もう一度ボタンを離

します。パターンは同期したまま瞬時に変更されます。 

これにより、再生中のソングを、1 つのパターンを含むソングに置き換えられます。 

 

 

新しいソングのプログラミング 

新しいソングをプログラムするには 2 つの方法があります。 

 

ソングのプログラミング方法 1 

ソングを録音するために、少なくとも 1 つのパターンボタンを押しながら複数のパターンを選択します。

パターンは押した順にソングに追加されていき、1 つのパターンを複数回追加することもできます。 

すべてのボタンを離すと、新しいソングがプログラムされます。 

現在のパターンの再生が終わると、新しいソングが同期して始まります。 

ソングの中で使われているパターンは赤で表示され、現在再生中のパターンの LED が点滅します。 

 

Program: 少なくとも 1 つのパターンボタンが常に押されている状態 

pat1→ pat2 →pat3 →pat2 →pat2 ..... 

Finish: すべてのボタンを離す 

 

 

ソングのプログラミング方法 2 

単一のパターンボタンを 1 つだけ押してから離すと、別のソングプログラミングモードにアクセスできま

す。SONG と PAT の LED が青色に点灯し、このモードを示します。 

長押ししたパターンが新しいソングの最初のパターンになり、ボタンを押すことでパターンを追加できま

す。 

ソングの録音が終了したら、FUNC を押してソングのプログラミングを終了します。 

現在のパターンの再生が終了すると、新しいソングが同期して開始されます。 

ソングで使用されているパターンは赤で表示され、現在再生中のパターンの LED が点滅します。 

 



異なるソングのプログラム 

ソングの再生中に、同時に別のソングをプログラムすることができます。 録音が終了すると、現在のパタ

ーンの再生が終了したときに新しいソングが始まります。ソングは常にループ再生されます。最後のパタ

ーンの最後のステップが再生されると、ソングは最初のパターンの最初のステップから再開されます。 

 

 

パターンのコピー＆ペースト 

パターンをコピーするには、FUNC + COPY を押します。COPY が青く点灯し、コピーしたいパターン

を選択することができます。パターンボタンを押すと、そのパターンがメモリーにコピーされます。もう

一度 FUNC を押すと、コピーモードを終了することができます。 

コピーしたパターンを別のパターンスロットにペーストするには、FUNC + PASTE を押します。PASTE 

が青く点灯し、他のパターンのボタンを押すことで、先にコピーしたパターンを他のパターンにペースト

することができます。PASTE モードが有効である限り、コピーしたパターンを別のパターンに貼り付け

ることができます。もう一度 FUNC を押して PASTE モードを終了します。 

 

パターンのクリア 

パターンを完全に消去するには、ソングモードで FUNC + CLEAR を押します。 

CLEAR は青く点滅し、CLEAR モードがアクティブであることを示します。 

パターンを消去するには、そのパターンのボタンを押します。CLEAR モードでは、複数のパターンを消去

することができます。 

CLEAR モードを終了するには、もう一度 FUNC を押します。 

 

 

ソングの再生方向を変える 

パターンモードの再生方向と同様に、ソングの再生方向も変更することができます。ソングの再生方向は、

前方、後方のピンポン、またはランダムに変更できますが、パターンの再生方向は完全に独立しているた

め変更できません。 

 

 

パターンとソングの保存 

6equencer の電源を切ると、現在プログラムされているパターンとソングは、手動で保存しない限り失わ



れます。 

保存する場合には、FUNC + SAVE（長押し）を実行してください。 

青色のプログレスバーが表示され、データが保存されたことを示します。 

シーケンサーの演奏中にデータを保存しても、パフォーマンスに問題はありません。 

6equencer の電源を入れると、以前に保存した設定、パターン、ソングが自動的にロードされます。 

 

 

6equencer を MIDI インターフェイスとして使う 

6equencer は、トリガーやゲートを出力する 8 チャンネルの MIDI インターフェースとしても使用でき

ます。 

これは、インストルメントにノートオンとノートオフのメッセージを送ることで実現できます（MIDIi の章

を参照）。 

パルス長の設定が "Gate "になっていると、6equencer は Note-On と Note-Off の両方のメッセージに

反応し、ゲートは Note-On でオープン、Note-Off で閉じます。 

それ以外の場合は、Note-On メッセージにのみ反応します。 

最大ベロシティ（127）のノートを送信すると、ACcent チャンネルも起動します。 

なお、ミディ入力を有効にするには、「Clock Mode」を MIDI I/O に設定する必要があります。 

 

 

出力モードとパルス長 

6equencer は、config メニューでの設定により、様々な長さのパルス（ゲート）を出力することができ

ます。 

1ms（デフォルト）から 100ms までの固定パルス長のほか、入力クロックがハイレベルの間、出力をオ

ンにする「clock width」モードも用意されています。つまり、入力クロックのパルス幅がシーケンサーの

パルス幅を決定します。例えば、クロックディバイダーが 1/8 に設定されている場合、パルスは 1/16 の

長さになります。 

最後に、「ゲート」設定は、ステップが設定されているときに出力をオンにし、ステップが設定されていな

いときにオフにします。このモードは、例えば、エンベロープのコントロールに使用できます。 

 

 

アクセントのパルス長 

ACcent は、他のインストルメントのパルス長を制御することができます。設定メニューでは、AC ステ

ップが設定されているときに「通常のパルス」の代わりに使用される 2 つ目の「アクセント付き」パルス



長を定義することができます。アクセント付きのパルス長が OFF に設定されている場合は、通常のパルス

長が使用されます。 

アクセント付きのパルス長は、MIDI 出力にも使用されます。 

注意：パルスモードがゲートに設定されている場合、アクセント付きのパルス長パラメーターは影響しま

せん。 

 

 

複数の 6equencers をリンクする 

背面の LINK インターフェースと付属のケーブルを使って、複数の 6equencers をチェーン接続し、より

長いパターンを作成したり、同期して演奏することができます。 

チェーンの最初の 6equencer は、クロックや MIDI の同期を受け取り、それを他の 6equencer に転送

する「コントローラ」として機能します。 

6equencer は、それがリンクされているかどうか、また何台の 6equencer がリンクされているかの両

方を自動的に検出します。 1 台目の 6equencer の LINK OUT を 2 台目の LINK IN に接続します。2 番

目の 6equencer の LINK OUT を 3 番目の 6equencer の LINK IN に接続し、以下同様に接続します。 

重要：チェーンの最後の 6equencer を最初の 6equencer に接続しないでください。 

Config メニュー（下記参照）では、シリアルまたはパラレルモードを選択したり、LINK を完全にオフに

することができます。 

 

 

シリアルモード 

シリアルモードでは、パターンが最後のステップに達したとき、6equencer はそのクロックをチェーン内

の次の 6equencer に転送します。これは、チェーンの最後の 6equencer が演奏を終えるまで続き、そ

の後、最初の 6equencer が再びスタートします。 

インストルメントイベントは接続された 6equencer に分散され、それぞれが同じインストルメントを出

力します。 

しかし、あるものは 1ms のパルスを出力し、別のものは 40ms のパルスを出力します。 

 

以下のアクションは、チェーン内のすべての後続の 6equencers にも分配されます。 

 

- MUTE 

- TAP 

- CLEAR 

- インストルメント・セレクト 



 

 

パラレルモード 

パラレルモードでは、全ての 6equencers にクロックが分配され、同期して演奏されます。インストルメ

ントのトリガーは分配されないので、より多くのインストルメントを並行して使用することができます。 

 

 

リンクモードの組み合わせ 

リンクモードを組み合わせて、シリアルシーケンスとパラレルシーケンスの組み合わせを作ることができ

ます。 

どちらのモードでも、パターンの長さやソングの構成は同期していないことに注意してください。これを

利用して、面白いバリエーションやポリリズミックな構造を作ることができます。 

 

 

LINK インターフェースのその他の使い方 

LINK インターフェースは、LINK IN と LINK OUT の両方に楽器のトリガーを出力します。ドラムモジュ

ール「6m0d6」などの対応機器がこれを利用できます。 

 

 

Config メニュー 

Config メニューには、あまり使用しない設定や構成が含まれています。これらの設定はフロントパネルに

は表示されませんので、本マニュアルを参照するか、付属のクイックリファレンスカードをご利用くださ

い。すべての設定が記載されたチートシートは、このマニュアルの最後にあります。 

 

Config メニューに入るには、次のボタンを押します。 

 

FUNC + CONF（長押し）を実行します。 

 

青色の CONF の文字は、Config メニューがアクティブであることを示します。Config メニューを終了す

るには、もう一度 FUNC + CONF を押してください。 

 

Config メニューは、いくつかのパラメーターで構成されており、青で表示され、関連する値が赤で表示さ



れます。FUNC + パラメーターボタンを押すとパラメーターが選択され、FUNC なしでボタンを押すと

その値が選択されます。 

 

例えば、MIDI 出力チャンネルを 5 に設定するには、Config メニューに入り、FUNC + BD を押します。 

次に FUNC を押さずに HT を押します。 

 

以下のパラメーターがあり、デフォルトの設定には下線が引かれています。 

 

 

Config パラメーター 

- AC : MIDI インチャンネル、チャンネル番号 1-16、デフォルトは 10 

 

- BD : MIDI アウトチャンネル、チャンネル番号は 1〜16、デフォルトは 10 

 

 

- SD : MIDI クロックデバイダー。6eqeuncer に MIDI でクロックを供給する場合、ミディクロックデバ

イダを選択することで 6eqeuncer を異なる速度でクロックすることができます。(初期値：1/16) 

 

 

- LT : クロックモード。このパラメーターは、Clock/MIDI-in と Reset/RS/MIDI-Out の機能を決定し

ます。 

 

- AC : アナログクロック入力を使用。RESET 入力が High になるとシーケンサーをリセット 

 

- BD : アナログクロック入力を使用。RS 入力が High である限りシーケンサーは動作します。 

 

- LT : ソケットは MIDI 入力と MIDI 出力として機能します。シーケンサーには 

MIDI クロックが供給され、MIDI アウトはインストルメントデータを出力します。 

 

- HT : シーケンサーはアナログクロックで動作しますが、リセット入力はありません。 

代わりに MIDI-out がインストルメントデータを出力します。 

 



 

- HT : パルスの長さ。下表のように様々なパルス長に設定することができます。2 つは特別です。 

 

- CLEAR（ゲート）は、ステップが設定されると出力をオンにし、ステップが設定されないと出力を

オフにします。 

 

- LSTEP（クロック幅）は、入力されたクロック信号が High の間だけ出力をオンにします。 

 

 

- CY : アクセントパルスの長さ。このパラメーターを OFF 以外に設定した場合、アクセント付きのトリ

ガーは異なる長さになります。 

- LSTEP : OFF, アクセントに通常のトリガ長を使用します 

 

 

- OH : ブライトネス。LED の明るさを 6 段階で調整できます ( AC - CY )。デフォルトは SD です。 

 

- CH : リンクモード。このパラメーターは、6equencer が、LINK 端子で接続された他の 6equencer を

どのように扱うかを設定します。 

- AC : OFF: 他の 6eqeuncer は無視されます。 

- BD : シリアル。リンクされた 6equencer はチェーンされます。 

- LT :パラレル。リンクされた 6equencer を並列に動作させる。 

 

 

- L.STEP: Config リセットです。押すとすべてのコンフィギュレーションの設定パラメーターを 

リセットします。 

 

 

  



MIDI 

MIDI - TRS コネクター 

6equencer は、TRS MIDI コネクタータイプ A（MIDI 2.0 スタンダード）を使用します。 

DIN-MIDI へのアダプタが利用可能であり、次の接続を使用します。MIDI-TRS コネクターは別売です。 

 
 

 

MIDI In 

6equencer は、"Clock Mode "が MIDI I/O に設定されている場合、MIDI CLOCK、NOTE ON、CC メ

ッセージを受信します。それ以外の場合は、コネクターはクロック入力として使用され、ミディの受信は

無効になります。 

 

Note On 

6equencer は、MIDI-In チャンネルの Note On メッセージに以下のノートで反応します。 

 

 

これらのノートは、MIDI ドラム規格（AC を除く）で定義されているノートです。 

これらのノートを受信すると、インストルメントをトリガーします。TAP 録音モードでは、これらのイン

ストルメントは現在のパターンにも録音されます。 

 

アクセント AC は、他の楽器がベロシティ値 127（最大音量）を受信したときにもトリガーされます。 

MIDI 入力チャンネルは Config メニューで設定でき、デフォルトでは 10 に設定されています。 

 



MIDI Clock 

6equencer は、適切に設定されていれば、MIDI クロックで同期することができます。MIDI クロックの

クロックデバイダは、以下のように Config メニューで設定するか、ミディ CC で設定します。デフォル

トでは、6equencer は 1/16 でクロックします。 

 

MIDI out 

6equencer は、MIDI 出力で MIDI NOTE ON、NOTE OFF メッセージを出力します。MIDI ノートは、

パルスと同じ長さになります（例：パルス長の設定により 100ms または 1/16）。 

アクセントのないステップでは、ベロシティは 80 となり、アクセントのあるステップでは、ベロシティ

127 のミディノートが送信されます。ミディ出力のチャンネルは、Config メニューで設定できます。 

 

MIDI CC 

いくつかのパラメーターは、ミディ CC でコントロールすることもできます。下の表は、値の範囲とその

結果としてのパラメーター値を示しています。これらの変更は、Config メニューで直接見ることができま

す。これらの設定を保存するには、Config メニューに入って終了するか、SAVE（長押し）で保存します。 

 

 



 
  



 
  



ファームウェア V1.2 の新機能 

6equencer は MIDI を使ってアップデートできます。 

プロセスの詳細と、最新のファームウェアは以下をご覧ください。 

https://tubbutec.de/6equencer-firmware-update/ 

 

 

アナログクロックディバイダー／DIN シンク 

入力されたアナログクロックを分割し、Config メニューで分割数を調整することができます。これにより、

速度調整が可能になるだけでなく、DIN-Sync 信号を 6equencer に直接接続することができます。 

Config メニューで FUNC + BACK を押すと、アナログクロックのデバイダーページが表示されます。 

下の表は、可能なデバイダーとその DIN-Sync24 の速度を示しています。 

 

 

 

スイング（シャッフル） 

6equencer には、あらゆるタイプのクロック入力で動作する Swing クロック・ジェネレータが含まれて

います。 

スイングが作動すると、2 番目のステップごとに、ステップの長さに比例した時間だけ遅れます。1/32 か

ら 16/32 までの 15 種類のスイング量が可能です。 

最大で 16 を設定すると 3 対 1 のリズムになり、8 を設定すると 5 対 3 のリズムになります。 

トリガー出力の 1 つを使って他のギアをクロックすることで、ストレートクロックを効果的に「スウィン

グ」クロックに変換することができます。 

 

 



スイング量は、Config メニューで FUNC＋FWD を押して、スイングなし（AC）から 16（LSTEP）ま

で選択して設定できます。 

 

 

フラム／ラチェット 

6equencer には、ステップの細分化や、3 連符や 5 連符などの様々な種類の小節を作成するために使用

できるフラムまたはラチェットエフェクトが搭載されています。 

 

8 つの楽器のうち 1 つがフラムトリガーとして選択され、1 つまたは複数の楽器がフラムターゲットとし

て選択されます。 

ステップが設定されていれば、フラムトリガーが演奏されるたびに、ターゲットとなる楽器にフラム効果

がかかります。 

 

複数のフラムタイプが用意されています。そのうち 3 つは、1 つのステップを細分化して作成します。ス

テップを 16 分音符と仮定すると、32 分音符 2 個、32 分音符 3 個、64 分音符 4 個となります。 

16th tripplet（2 ステップの間に 3 拍）、dotted 16th（3 ステップの間に 2 拍）、8th tripplet（4 ス

テップの間に 3 拍）、8th quintuplet（4 ステップの間に 5 拍）です。 

 

クローズド・ハイハットを 2 ステップごとに設定し、タイプとして 16th トリプレットを選択し、ハイハ

ット自体でフラム・エフェクトをトリガーすると、例えばトリプレット・ハイハット・グルーブになりま

す。しかし、たまにしかエフェクトをかけないようにして、8 分音符や 16 分 3 連符を作ることもできま

す。 

 

フラム・トリガー・インストルメントは、MUTE と Probability の影響も受けます。これにより、フラム

やトリプレットをランダムに挿入するシーケンスが可能になります。 

 

Flam のメニューページ 

FUNC + LSTEP（長押し）で Flam の設定ができます。 

 

次のような設定が確認できます。 

フラムのトリガーとなるインストルメントを青で、選択されたフラムのターゲットとなるインストルメン

トを赤で（AC - CH ）、現在のフラムの種類を赤で（BACK - L.STEP ）表示します。 

ターゲット機器を選択するには、インストルメントボタンを 1 つ以上押します。フラムのタイプを選択す

るには、以下の表にしたがって、インストルメント以外のボタンのいずれかを押します。 



FUNC + LSTEP を押して Flam メニューを終了できます。 
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