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• 取扱説明書の著作権はヤマハが所有します。
• ソフトウェアおよび本書の一部または全部を無断で複
製、改変することはできません。

• 本書に掲載されているイラストや画面は、すべて説明
のためのものです。

• ソフトウェアおよび本書を使用した結果およびその影
響については、一切責任を負いかねますのでご了承く
ださい。

• ソフトウェアは改良のため予告なしにバージョンアッ
プすることがあります。
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はじめに

開発者からのメッセージ
このたびはオーディオインターフェースAXR4をお買い上げいただきありがとうございます。

AXR4は、プロフェッショナルの音楽制作に使っていただくために、現場の目線に立って開発し
た音楽制作用オーディオインターフェースのフラグシップモデルです。

オーディオインターフェースで最も大切なのは「音」です。音を支えるマイクプリアンプ部は、
開発チームが大切にしてきた伝統のナチュラルサウンドを極めたアナログ部「AXR 
Preamplifier」と、ヤマハ独自のモデリング技術であるVCM (Virtual Circuitry Modeling)テク
ノロジーでさらに進化させたデジタル部からなる「ハイブリッドマイクプリアンプ」です。

アナログ入出力部は、最大32-bit integerの分解能と最大384 kHzのサンプリング周波数に対応
したAD/DA回路により、演奏者が鳴らしている音やボーカリストの声をあるがままに捉え、再現
します。

デジタル部では、Rupert Neve Designs社のトランスフォーマー回路と、同社のマイクプリアン
プでお馴染みのSilkプロセッシングをモデリングしています。Silkプロセッシングでは太くてコシ
のあるヴィンテージサウンド(Silk Blue)や、音楽的で空気感の豊かなサウンド(Silk Red)を、録音
ソースや楽曲の雰囲気に応じて切り替えて使用できます。このSilkプロセッシングにより、しなや
かで芯のあるアナログライクな質感をサウンドにもたらします。そこで生まれる自然なコンプ
レッション感やサチュレーション感は、他にはない魅力です。

これらはすべて、アーティストの情感や楽器本来の音を受け入れ、それをSilkを介した新たなレベ
ルで再現するためのものです。そのために、従来のオーディオインターフェースとは違う次元の
音質を目指して、AXR4のあらゆる回路を緻密にチューニングしています。

AXR4は、プロフェッショナルの現場の多様な要求に柔軟に対応できるよう、豊富な入出力端子
を備えています。同様に、多様なモニタリングとシステム要求に柔軟に対応できるよう、フルマ
トリックスミキサーも備えました。またこれらの入出力信号を処理するため、ドライバーを大き
く改善し、低レイテンシーと安定した動作を両立させています。また、SSPLL™ (Super 
Suppression PLL)もマイクプリアンプと同様にアナログとデジタルのハイブリッドタイプです。
デジタル部のジッターをアナログ部でチューニングすることで、超低ジッターと高い安定性を実
現しています。

さらに、ハードウェア面だけでなくソフトウェア面でも、Cubaseとの連携機能を司るExtension
を一新して、使い勝手の圧倒的な向上を図っています。

人間の創造性には限界がありません。AXR4を用いることでプロフェッショナルのスタジオワー
クがさらに発展を遂げ、結果として音楽制作と音楽文化を新たな次元に到達させることがあれば、
これ以上の幸せはありません。

スタインバーグ ハードウェア開発チーム一同



各部の名称と機能(本体編)
各部の名称と機能(本体編)

フロントパネル

1MIC/LINE/HI-Z [1]/[2]端子
マイク、電子楽器、エレキギター、エレキ
ベースなどを接続します。この端子には、
XLRタイプと1/4"フォーンタイプのプラグ
を接続します。1/4"フォーンタイプを
LINEで使う場合は、バランスとアンバラン
スの両方に対応します。1/4"フォーンタイ
プをHI-Zで使う場合は、アンバランスで
す。

2MIC/LINE [3]/[4]端子
マイク、電子楽器などを接続します。この
端子は、XLRタイプと1/4"フォーンタイプ
のプラグを接続します。XLRタイプはマイ
ク接続専用です。1/4"フォーンタイプを
LINEで使う場合は、バランスとアンバラン
スの両方に対応します。

3 [SEL]キー
MIC/LINE/HI-Z [1]/[2]、ならびにMIC/
LINE [3]/[4]専用の選択キーです。 選択し
たチャンネルのANALOG SETUP画面を
$ディスプレイに表示します。選択状態に
すると緑色に点灯します。
NOTE
MIC/LINE/HI-Z [1]/[2]、もしくはMIC/LINE [3]/
[4]の[SEL]の片方を押しながら、もう片方を押すこ
とで、チャンネルリンクのオン/オフ(12ページ)がで
きます。先に押していた側のチャンネルが緑色に点
灯します。後から押した側のチャンネルが緑色に点
滅します。緑色に点灯している側のチャンネルの
ANALOG SETUP画面をディスプレイに表示します。
緑色に点滅している側の[SEL]キーを押すことで、押
した側へとチャンネルの選択を切り替えることがで
きます。

4 [+48V]インジケーター
ファンタム電源がオンのとき、赤色に点灯
します。

5SILK [ON]キー
[SEL]キーによって選択状態にあるチャン
ネルの、Silkのオン/オフを切り替えます。
オンにすると白色に点灯します。

Silkについて
Silkとは、Rupert Neve Designs社が開発
/製造/販売するハイエンドアナログオー
ディオ機器の多くに搭載されている"Silk"
プロセッシングを、ヤマハ独自の「VCM
技術」によりデジタル信号処理で忠実に再
現したものです。Silkにより、特定のパー
トを鮮やかに際立たせることができます。

1 2 7 ) #4

3 58 ! $ % *^9 @6

&

注記

機器の接続や、ルーティングの切り替えをする場
合、本体や外部機器の故障やノイズを防ぐために、
次の内容にご注意ください。
• MIC/LINE/HI-Z [1]/[2]端子や、MIC/LINE 
[3]/[4]端子にファンタム電源非対応の機器を接
続するときは、ファンタム電源をオフ(26ペー
ジ)にします。

• ファンタム電源をオンにしたまま、MIC/LINE/
HI-Z [1]/[2]端子や、MIC/LINE [3]/[4]端子
でケーブルの抜き差しをしない。ファンタム電
源をオフにしたとき、[+48V]インジ ケーター
が数秒間点滅します。点滅が終わってからケー
ブルの抜き差しをします。

• ファンタム電源は、AXR4本体前面の[MUTE]
キーをオンにした状態でオン/オフします。

• HI-Zとファンタム電源は同時にオンにできませ
ん。
AXR4 オペレーションマニュアル 4



各部の名称と機能(本体編)
6SILK [TEXTURE]ノブ
ソースの倍音成分を調整します。

7SILK [BLUE/RED]キー
低域に作用するBLUEと高域に作用する
REDを切り替えます。

8 [CH](チャンネル)キー
CH SETUP画面をディスプレイに表示しま
す。選択時は、緑色に点灯します。

9 [MONI](モニター )キー
MONITOR SETUP画面をディスプレイに
表示します。選択時は、緑色に点灯しま
す。

) [MUTE]キー
すべての入出力音を一括でミュートしま
す。ミュート中は、赤色に点滅します。

! [HOME/ESC]キー
ディスプレイの画面遷移を1階層戻ります。
複数回押すことで、最終的にはHOME画面
まで戻ります。長押しでもHOME画面に戻
ります。

@ [SCENE]キー
SCENE画面をディスプレイに表示します。
選択時は、緑色に点灯します。

# [SETUP]キー
SYSTEM SETUP画面をディスプレイに表
示します。選択時は、緑色に点灯します。

$ディスプレイ
AXR4本体の操作、設定に必要な情報を表
示します。

%マルチファンクションノブ
ディスプレイの画面を操作します。回転で
項目間を移動し、押すことで項目の選択を
確定します。

^PHONES [1]/[2]ノブ
PHONES [1]/[2]端子の出力信号レベルを
調節します。

&PHONES [1]/[2]端子
ヘッドホンを接続します。PHONES [1]端
子、PHONES [2]端子ともに、その出力信
号はOUTPUT PATCH画面でルーティング
できます。Cubaseシリーズ専用画面の
AXR Extension (63ページ)、または
dspMixFx AXRのMixer画面(43ページ)で
も設定できます。

* [P/I](スタンバイ/オン)スイッチ
本体の電源をオン(I)/スタンバイ(P)しま
す。

NOTE
[P/I](スタンバイ/オン)スイッチのオン/スタンバイ
を連続してすばやく切り替えると、誤動作の原因に
なることがあります。[P/I](スタンバイ/オン)スイッ
チをスタンバイにしてから再度オンにする場合は、
6秒以上の間隔を空けてください。

注記

電源がスタンバイの状態(P)でも微電流が流れて
います。この製品を長時間使用しないときは電源
プラグをコンセントから抜いてください。
AXR4 オペレーションマニュアル 5



各部の名称と機能(本体編)
リアパネル
AXR4T

AXR4U

1DC IN [24V]
電源アダプターを接続します。

2 [ ](Thunderbolt 2)端子
(AXR4Tのみ)
AXR4Tとコンピューターを接続します。

2 [USB 3.0]端子(AXR4Uのみ)
AXR4Uとコンピューターを接続します。

1

2

6 93

4 7

)

85

1 6 93

42 7

)

85

注記

コンピューターと接続するときは、以下のことに
ご注意ください。コンピューターや本体が停止し
て、データが壊れたり、失われたりするおそれが
あります。コンピューターや本体が停止したとき
は、アプリケーションやコンピューターを再起動
してください。
• 別途Thunderbolt 2規格の認証ケーブルと
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2アダプタが
必要です。コンピューター側の端子とAXR4T
本体のThunderbolt 2端子に合うケーブルお
よび変換アダプターをご用意ください。ただし、
Thunderbolt 2端子を備えているMacには、
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2アダプタは
必要ありません。

• ケーブルを抜き差しする前に、PHONES [1]/
[2]ノブ、AXR4Tに接続されているパワーアン
プやパワードスピーカーの出力コントロールを
最小にしてください。

• AXR4T本体の電源のスタンバイ(P)やケーブル
の抜き差しをする前に、コンピューターのすべ
てのアプリケーションを終了してください。

• AXR4T本体の電源オン(I)/スタンバイ(P)や
ケーブルの抜き差しは、6秒以上間隔を空けて
行なってください。

注記

コンピューターと接続するときは、以下のことに
ご注意ください。コンピューターや本体が停止し
て、データが壊れたり、失われたりするおそれが
あります。コンピューターや本体が停止したとき
は、アプリケーションやコンピューターを再起動
してください。
• USBケーブルは、AXR4Uに付属のものをご使
用ください。USB 3.1 Gen 1に対応していな
いケーブルは、使用できません。

• ケーブルを抜き差しする前に、PHONES [1]/
[2]ノブ、AXR4Uに接続されているパワーアン
プやパワードスピーカーの出力コントロールを
最小にしてください。

• ケーブルを抜き差しする前に、本体からデータ
が送信されていないか確認してください。

• AXR4U本体の電源のスタンバイ(P)やケーブ
ルの抜き差しをする前に、コンピューターのす
べてのアプリケーションを終了してください。

• AXR4U本体の電源オン(I)/スタンバイ(P)や
ケーブルの抜き差しは、6秒以上間隔を空けて
行なってください。
AXR4 オペレーションマニュアル 6



各部の名称と機能(本体編)
3WORD CLOCK [IN]/[OUT]端子
ワードクロック信号を送受信するための
BNC端子です。WORD CLOCK [IN]端子
は内部で75Ωで終端されています。

4MIDI [OUT]端子
MIDI機器のMIDI INと接続します。コン
ピューターから送信されたMIDI信号を出力
します。

5MIDI [IN]端子
MIDI機器のMIDI OUTと接続します。受信
したMIDI信号をコンピューターに送信しま
す。

6 [AES/EBU]端子
AES/EBUフォーマットのデジタル信号を
入力または出力する機器を接続します。
[AES/EBU]端子と7 OPTICAL B [IN]/
[OUT]端子のどちらかを選択して使用でき
ます。使用する端子とフォーマットは、
AXR4本体のDIGITAL I/O MODE画面(16
ページ)、もしくはdspMixFx AXRの設定
画面で設定できます。
NOTE
[AES/EBU]端子のピン配列については82ページを
ご参照ください。

7OPTICAL B [IN]/[OUT]端子
S/PDIFまたはADATの2種類のフォーマッ
トに対応する、デジタル入出力端子です。
6 [AES/EBU]端子とOPTICAL B [IN]/
[OUT]端子のどちらかを選択して使用でき
ます。使用する端子とフォーマットは、
AXR4本体のDIGITAL I/O MODE画面(16
ページ)、もしくはdspMixFx AXRの設定
画面で設定できます。

8OPTICAL A [IN]/[OUT]端子
S/PDIFまたはADATの2種類のフォーマッ
トに対応する、デジタル入出力端子です。
S/PDIFフォーマットで使用するか、ADAT
フォーマットで使用するかは、AXR4本体
のDIGITAL I/O MODE画面、もしくは
dspMixFx AXRの設定画面で設定できま
す。

9LINE OUTPUT [1]～[8]端子
ライン入力をもつ外部機器を接続します。
この端子は、1/4"フォーンタイプ(バラン
ス/アンバランス)のプラグを接続します。

)LINE INPUT [5]～[12]端子
電子楽器などを接続します。この端子は、
1/4"フォーンタイプ(バランス/アンバラン
ス)のプラグを接続します。
AXR4 オペレーションマニュアル 7



各部の名称と機能(本体編)
接続例
下記の接続例(AXR4T)を参考にして、スピーカー、マイク、楽器などを接続します。

ラックマウント時の注意
本機が動作保証する室温は0～40℃です。本
機を他の機器と一緒にEIA標準のラックにマ
ウントする場合、各機器からの熱でラック内
の温度が上昇し、十分な性能を発揮できない
ことがあります。本機に熱がこもらないよう
に、必ず以下の条件でラックにマウントして
ください。
• 上下とも1U以上空けてください。また、空
けたスペースには通風パネルを取り付けた
り、開放したりして、十分な通気を確保し
てください。

• ラックの背面を開放して、ラックを壁から
10cm以上離し、十分な通気を確保してくだ
さい。ラック背面を開放できない場合は、
ラックに市販のファンキットなどの強制換
気装置を取り付けてください。ファンキッ
トを取り付けた場合は、ラックの背面を閉

じた方が放熱効果が大きくなることもあり
ます。詳細はラックおよびファンキットの
取扱説明書をご参照ください。

ギター

マイク ヘッドホン

コンピューター モニター
スピーカー

シンセサイザー

ワードクロック
ジェネレーター 音源モジュール マイクプリアンプ アウトボード

注記

LINE OUTPUTは10kΩ以上の負荷インピーダンス
を想定して設計されています。
10kΩ未満の負荷インピーダンスでは発熱が問題とな
る可能性があるため、入力インピーダンス10kΩ未満
の機器は接続しないでください。
AXR4 オペレーションマニュアル 8



各部の名称と機能(本体編)
ディスプレイ

画面構成
ディスプレイの画面は、上部のTOOL BARエ
リアと、下部のMAINエリアに分かれていま
す。

METER画面
AXR4本体に入出力されるオーディオ信号の
レベルを表示します。

METER画面の開き方
AXR4本体の[HOME/ESC]キーを押すこと
で、METER画面に移動します。

NOTE
METER画面以外の画面を表示中に、1分以上操作しな
い状態が続くと、自動的にMETER画面を表示します。

TOOL BAR表示エリア

1シーン名
最後にリコールされたシーンの名称を表示
します。

2クロックソース
現在のクロックソースを表示します。
NOTE
クロックソース名の点滅は、ワードクロックが同期
できていないことを示します。

3サンプリング周波数
AXR4本体が動作しているサンプリング周
波数です。
NOTE
(AXR4Uのみ)
コンピューターとHigh-Speed(USB2.0)で通信して
いる場合、TOOL BARの背景色が緑色になります。

MAIN表示エリア

1MIC INメーター

2LINE INメーター

3ADAT A or S/PDIF A INメーター

TOOL BARエリア

MAINエリア

1 2 3

1 2 3 4 5

6 7 8 9 )
AXR4 オペレーションマニュアル 9



各部の名称と機能(本体編)
4ADAT B or S/PDIF B or AES/EBU  
INメーター

5コンピューターからの入力メーター

6LINE OUTメーター

7ADAT A or S/PDIF A OUTメーター

8ADAT B or S/PDIF B or AES/EBU  
OUTメーター

9コンピューターへの出力メーター

)PHONES OUTメーター

NOTE
3 ADAT A or S/PDIF A INメーター
4 ADAT B or S/PDIF B or AES/EBU INメーター
7 ADAT A or S/PDIF A OUTメーター
8 ADAT B or S/PDIF B or AES/EBU OUTメーター
上記については、Digital I/Oモードやサンプリング周波
数によって表示内容が変わります。

METER画面内の操作方法
1. マルチファンクションノブを押し、MAIN 

OUT VOLUMEダイアログを表示します。

2.MAIN OUT VOLUMEダイアログが表示さ
れている間にマルチファンクションノブを
回し、MAIN OUT VOLUME設定対象の
ミックスバスのレベルを変更します。
NOTE
MAIN OUT VOLUME設定対象チャンネルは、
MAIN OUT SETUP画面(23ページ)で設定します。

SCENE画面
シーンのストアとリコールを行ないます。

SCENE画面の開き方
AXR4本体パネルの[SCENE]キーを押すこと
で、SCENE画面に移動します。

MAIN表示エリア
シーンをリストで表示します。最後にリコー
ルしたシーンは、名称の左に「*(アスタリス
ク)」を表示します。

NOTE
Initial Dataシーンは、ミキサー設定を工場出荷時に初期
化するためのシーンです。
AXR4 オペレーションマニュアル 10



各部の名称と機能(本体編)
SCENE画面内の操作方法
1. マルチファンクションノブを回し、シーン

名称をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、コン
ファメーションダイアログを表示します。

3.マルチファンクションノブを回し、項目を
選択します。

4.マルチファンクションノブを押し、動作を
実行します。

項目と実行される動作を、下記に示します。

NOTE
コンファメーションダイアログの表示中に[HOME/
ESC]キーを押した場合は、何も実行せずにコンファ
メーションダイアログを閉じます。

SYSTEM SETUP画面
AXR4本体の、システムセットアップを行な
います。

＜AXR4Tの場合＞ 

＜AXR4Uの場合＞ 

項目 実行される動作

Cancel 何も実行せずにコンファメーショ
ンダイアログを閉じる

Store 選択中のシーンに現在のミキサー
設定をストアする

NOTE
• 最大8つのシーンをストアできます。
• シーン名称は自動的に「Scene XX」(XX
はリストの順番)でつけられます。

• シーン名称は「dspMixFx AXR」→「メ
ニュー」→「Scene」でつけられます
（49ページ）。

Recall 選択中のシーンをリコールする
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各部の名称と機能(本体編)
SYSTEM SETUP画面の開き方
AXR4本体パネルの[SETUP]キーを押すこと
で、SYSTEM SETUP画面に移動します。

MAIN表示エリア
項目をリストで表示します。

CH LINK画面
各チャンネルのチャンネルリンクのオン/オフ
を設定します。

CH LINK画面の開き方
1. SYSTEM SETUP画面内にて、マルチファ

ンクションノブを回し、「CH LINK」を
フォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

MAIN表示エリア
左に各チャンネルの名称を表示します。右に
チャンネルリンクのオン/オフ状態を表示しま
す。

CH LINK 各チャンネルのチャンネルリ
ンクのオン/オフを設定

CLOCK クロックソースやサンプリン
グ周波数など、ワードクロッ
ク関連を設定

DIGITAL I/O 
MODE

デジタルオーディオI/FのA系
統、B系統それぞれのデジタ
ルI/Oモードを設定

NOTE
サンプリング周波数が、352.8k
か384kに設定されている場合
は、項目はグレーアウト表示さ
れ選択、実行できません。

PEAK HOLD レベルメーターのピークレベ
ル表示のオン/オフを設定

HPF ハイパスフィルターのカット
オフ周波数を設定

CONVERSION 
MODE

AD/DAコンバーターのフィ
ルターを設定

NOTE
サンプリング周波数が、352.8k
か384kに設定されている場合
は、項目はグレーアウト表示さ
れ選択、実行できません。

BRIGHTNESS ディスプレイやLED各色の輝
度を設定

PANEL 
LOCK

本体パネルのスイッチとエン
コーダーによる操作無効化を
設定

STACK ID
(AXR4Tのみ)

AXR4本体を複数台接続した
際に各本体を判別するための
IDを設定

USB MODE
（AXR4Uのみ）

USBの動作モードを設定

INFO/
INITIALIZE

本体情報の表示、および初期
化の設定
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各部の名称と機能(本体編)
CH LINK画面内の操作方法
1. マルチファンクションノブを回し、チャン

ネルペアをフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、設定ダ
イアログを表示します。

3.マルチファンクションノブを回し、「ON」
か「OFF」のどちらかをフォーカスしま
す。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

CLOCK画面
クロックソースやサンプリング周波数、SRC 
(Sample Rate Converter)のオン/オフなど、
ワードクロックに関係する項目を設定します。

CLOCK画面の開き方
1. SYSTEM SETUP画面内にて、マルチファ

ンクションノブを回し、「CLOCK」を
フォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

MAIN表示エリア
項目をリストで表示します。

MASTER クロックソースを設定

SAMPLE 
RATE

クロックソースやサンプリン
グ周波数など、ワードクロッ
ク関連を設定

SRC SRCのオン/オフを切り替え

AES/EBU 
CH

AES/EBUをクロックソース
にした際に、AES/EBU内の
どのチャンネルをソースとす
るかを設定
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各部の名称と機能(本体編)
・MASTER
リストからクロックソースを設定します。

項目は、下記のとおりです。

NOTE
*1 ADAT AもしくはS/PDIF Aのどちらかが、デジタル 

I/Oモードの設定(16ページ)に応じて表示されます。
*2 ADAT B、S/PDIF BもしくはAES/EBUのどれかがデ

ジタル I/O モードの設定に応じて表示されます。
*3 ADATをクロックソースに選択した場合は、AXR4の

サンプリング周波数を、クロックマスターのサンプ
リング周波数に合わせる必要があります。

MASTERの設定方法
1. SYSTEM SETUP画面 → CLOCK画面内

で、マルチファンクションノブを回し、
「MASTER」をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 表示されたMASTER画面において、マル
チファンクションノブを回し、任意のク
ロックソースをフォーカスします。

4. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

・SAMPLE RATE
リストから動作サンプリング周波数を設定し
ます。

項目は、44.1k、48k、88.2k、96k、
176.4k、192k、352.8k、384kの8つです。

NOTE
352.8k、384kはクロックマスターが「INTERNAL」か
「WCLK」の場合のみ使用可能です。

サンプリング周波数ごとに、使用可能な入出
力については、動作対応表(76ページ)をご参
照ください。

INTERNAL AXR4の内部クロック

WCLK WORD CLOCK IN端子からの
外部クロック

ADAT A*1*3 ADAT Aからの外部クロック

S/PDIF A*1 S/PDIF Aからの外部クロック

ADAT B*2*3 ADAT Bからの外部クロック

S/PDIF B*2 S/PDIF Bからの外部クロック

AES/EBU*2 AES/EBUからの外部クロック

注記

本製品に限らず、デジタルオーディオシステム内の
ワードクロック設定を変更すると、システム内のどこ
かでノイズが発生する場合があります。ワードクロッ
クの設定は、接続されたスピ－カーなどの破損を防止
するため、パワーアンプなどの電源を切るか、または
出力を絞った状態で変更してください。
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各部の名称と機能(本体編)
SAMPLE RATEの設定方法
1. SYSTEM SETUP画面 → CLOCK画面内

で、マルチファンクションノブを回し、
「SAMPLE RATE」をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示されたSAMPLE RATE画面において、
マルチファンクションノブを回し、任意の
サンプリング周波数をフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

・SRC
AES/EBU入力部のSRCをオン/オフします。
オンにすると、AES/EBU入力(1/2～7/8)と
AXR4の内部クロックが非同期でもサンプリ
ング周波数変換が行なわれ、AXR4でオー
ディオデータを扱えるようになります。

SRCの設定方法
1. SYSTEM SETUP画面 → CLOCK画面内

で、マルチファンクションノブを回し、
「SRC」をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示されたSRC画面において、マルチファ
ンクションノブを回し、「ON」か「OFF」
のどちらかをフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

・AES/EBU CH
AES/EBUをクロックソースにした場合に、
AES/EBU内のどのチャンネルからクロック
ソースを受信するかを設定します。

AES/EBU CHの設定方法
1. SYSTEM SETUP画面 → CLOCK画面内

で、マルチファンクションノブを回し、
「AES/EBU CH」をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 表示されたAES/EBU CH画面において、
マルチファンクションノブを回し、任意の
チャンネルをフォーカスします。

4. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。
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各部の名称と機能(本体編)
DIGITAL I/O MODE画面
OPTICAL A [IN]/[OUT]端子を使用する場合
に、S/PDIFフォーマットで使用するか、
ADATフォーマットで使用するかを設定しま
す。また、［AES/EBU]端子とOPTICAL B 
[IN]/[OUT]端子のどちらを使用するか、およ
びOPTICAL B [IN]/[OUT]端子を使用する場
合に、S/PDIFフォーマットで使用するか、
ADATフォーマットで使用するかを設定しま
す。

項目は、ADAT、S/PDIF、AES/EBU 
(DIGITAL(B)のみ)の3つです。

DIGITAL I/O MODEの設定方法
1. SYSTEM SETUP画面内で、マルチファン

クションノブを回し、「DIGITAL I/O 
MODE」をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示されたDIGITAL I/O MODE画面におい
て、マルチファンクションノブを回し、
「DIGITAL(A)」もしくは、「DIGITAL(B)」
をフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

5.表示されたDIGITAL(A)もしくは、
DIGITAL(B)画面において、マルチファン
クションノブを回し、任意のフォーマット
をフォーカスします。

6.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

PEAK HOLD画面
レベルメーターのピークレベル表示のオン/オ
フを設定します。

PEAK HOLD画面の開き方
1.「SYSTEM SETUP」画面内にて、マルチ

ファンクションノブを回し、「PEAK 
HOLD」をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

PEAK HOLD画面内の操作方法
1. マルチファンクションノブを押し、設定ダ

イアログを表示します。

2. マルチファンクションノブを回し、「ON」
か「OFF」のどちらかをフォーカスしま
す。

3. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。
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各部の名称と機能(本体編)
HPF画面
ハイパスフィルターのカットオフ周波数を設
定します。

HPF画面の開き方
1.「SYSTEM SETUP」画面内にて、マルチ

ファンクションノブを回し、「HPF」を
フォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

HPF画面内の操作方法
1. マルチファンクションノブを回し、カット

オフ周波数をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

CONVERSION MODE画面
AD/DAコンバーターのフィルターを設定しま
す。
AD/DAコンバーターには、LINEAR PHASE
とSHORT DELAYの2種類のフィルターがあ
ります。音のキャラクターに若干の違いがあ
ります。必要に応じて変更してください。

CONVERSION MODE画面の開き方
1.「SYSTEM SETUP」画面内にて、マルチ

ファンクションノブを回し、
CONVERSION MODEをフォーカスしま
す。

2. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

CONVERSION MODE画面内の操作方法
1. マルチファンクションノブを回し、
「LINEAR PHASE」か「SHORT DELAY」
のどちらかをフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。
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各部の名称と機能(本体編)
BRIGHTNESS画面
ディスプレイやLED各色の輝度を設定します。

項目は、下記のとおりです。

BRIGHTNESSの設定方法
1. SYSTEM SETUP画面内で、マルチファン

クションノブを回し、「BRIGHTNESS」を
フォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示されたBRIGHTNESS画面において、
マルチファンクションノブを回し、任意の
項目をフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

5.表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、任意の値を
設定します。

6.マルチファンクションノブを押し、ダイア
ログ画面を閉じます。

PANEL LOCK画面
本体パネルのスイッチとエンコーダーによる
操作を無効化します。無効化中に操作した場
合は、メッセージダイアログ画面が一定時間
表示されます。

PANEL LOCKの設定方法
1. SYSTEM SETUP画面内で、マルチファン

クションノブを回し、「PANEL LOCK」を
フォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

PANEL LOCKの解除方法
AXR4本体の[SETUP]キーを長押しします。

LCD AXR4本体ディスプレイ
の輝度を設定

LED(RED) 赤色LEDの輝度を設定

LED(BLUE) 青色LEDの輝度を設定

LED(WHITE) 白色LEDの輝度を設定

LED(GREEN) 緑色LEDの輝度を設定
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各部の名称と機能(本体編)
STACK ID画面(AXR4Tのみ)
AXR4T本体を複数台接続した場合に、各本体
を判別するためのIDを設定します。

NOTE
• スタックできるAXR4Tは3台までです。AXR4Tを4台以上接
続して使うことはできません。

• STACK IDを重複させて、複数台接続したAXR4Tを使うこと
はできません。

• STACK IDの変更は、AXR4Tが再起動されたときに反映され
ます。

• STACK IDはディスプレイからしか設定できません。

STACK IDの設定方法
1. SYSTEM SETUP画面内で、マルチファン

クションノブを回し、「STACK ID」を
フォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、1、2、3の
うちから、任意の番号へと切り替えます。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

5. AXR4T本体フロントパネルの[P/I](スタン
バイ/オン)スイッチをスタンバイ([P]側)に
します。

6. AXR４T本体フロントパネルの[P/I](スタ
ンバイ/オン)スイッチを、[I]側にします。

USB MODE画面(AXR4Uのみ)
USBの転送モードを設定します。
SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1)か、High-
Speed (USB 2.0)のどちらかを選択します。

通常はSuperSpeed (USB 3.1 Gen 1)に設定
して、コンピューターのUSB 3.0端子に接続
してください。
SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1)と比べて、
High-Speed (USB 2.0)は通信帯域幅が狭く
なるため、サンプリング周波数が176.4kHz
以上のとき、使用できるチャンネル数が少な
くなります(76ページ)。
コンピュータのUSB 2.0ポートを使用した場
合や、USB 2.0のケーブルを使用した場合も、
同様に使用できるチャンネル数が少なくなり
ます。

NOTE
• 画面右上に実際にコンピューターと通信している速度が表示
されます。USB MODEがSuperSpeedに設定されているに
もかかわらず、High-Speedで通信している場合は、画面右
上に「!USB2.0!」と表示され、「SuperSpeed」の文字が点
滅します。

• SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1)で使用した場合、コンピュー
ターに搭載されているUSBホストコントローラーによって
は、オーディオの録音/再生時に音切れが発生することがあ
ります。そのような場合にはHigh-Speed (USB 2.0)に変更
してみてください。

• High-Speed (USB 2.0)で使用した場合、コンピューターに
搭載されているUSBホストコントローラーによっては、サン
プル周波数88.2kHz以上に設定できないことがあります。

• dspMixFx AXRやCubaseとAXR4U本体がつながっている
場合は、USB MODEの設定を変更できません。dspMixFx 
AXRやCubaseを終了してください。
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各部の名称と機能(本体編)
USB MODE画面の開き方
1. SYSTEM SETUP画面内で、マルチファン

クションノブを回し、「USB MODE」を
フォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

USB MODE画面内の操作
1. マルチファンクションノブを回し、
「SuperSpeed」か「High-Speed」の
どちらかをフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、確認ダ
イアログを表示します。

NOTE
USBのモードが変わらない場合は確認ダイアログは
表示されず、SYSTEM SETUP画面に戻ります。

3.マルチファンクションノブを回し、「OK」
か「CANCEL」のとちらかをフォーカスし
ます。

4.マルチファクションノブを押し、決定しま
す。AXR4U本体が自動的に再起動します。

INFO/INITIALIZE画面
ファームウェア等のAXR4の本体情報を表示
します。また、AXR4本体内に保存されてい
る設定値や、シーンの記録を工場出荷状態に
戻します。

項目と実行される動作は、下記のとおりです。

INITIALIZEの実行方法
1. SYSTEM SETUP画面 → INFO/

INITIALIZE画面内で、マルチファンクショ
ンノブを回し、「INITIALIZE」をフォーカ
スします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

項目 実行される動作
VERSION ファームウェア等

のAXR4の本体情
報を表示

ABOUT AXR4本体の情報
を表示、AXR4本
体背面のカードス
ロットの情報を表
示

INITIALIZE CURRENT 
DATA

現在のミキサー設
定や、AXR4の本
体設定をすべて初
期化

SCENE 
MEMORY

AXR4本体に保存
しているシーンを
すべて消去
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各部の名称と機能(本体編)
3.表示されたINITIALIZE画面において、マル
チファンクションノブを回し、
「CURRENT DATA」または「SCENE 
MEMORY」をフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、設定ダ
イアログを表示します。

5.マルチファンクションノブを回し、「OK」
か「CANCEL」のどちらかをフォーカスし
ます。

6.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。
プログレスバーが表示され、初期化が実行
されます。

NOTE
「CURRENT DATA」 を選択して初期化を実行した場合、
完了後にAXR4本体が自動的に再起動します。
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各部の名称と機能(本体編)
MONITOR SETUP画面
モニター出力に関する設定を行ないます。

MONITOR SETUP画面の開き方
AXR4本体パネルの[MONI]キーを押すこと
で、MONITOR SETUP画面に移動します。

MAIN表示エリア
項目をリストで表示します。

PHONES PATCH画面
出力端子に割り当てるミックスバスを設定し
ます。

PHONES PATCH画面の開き方
1. MONITOR SETUP画面内で、マルチファ

ンクションノブを回し、「PHONES 
PATCH」をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

MAIN表示エリア
左に各出力端子の名称、右に現在設定されて
いるミックスバスの名称を表示します。

PHONES PATCH画面内の操作方法
1. マルチファンクションノブを回し、任意の

出力端子をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 候補のミックスバスがリスト表示されるの
で、マルチファンクションノブを回し、任
意のミックスバスをフォーカスします。

4. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

PHONES 
PATCH

PHONES端子に割り当てる
ミックスバスを設定

OUTPUT 
PATCH

出力端子に割り当てるミック
スバスを設定

MAIN OUT 
SETUP

METER画面にてマルチファ
ンクションノブを回した際
に、レベル操作対象となる
ミックスバスを設定

警告

ヘッドホンから意図せずに大きな音が出ないようにす
るため、ヘッドホン(PHONES [1]/[2]ノブ)の音量
が最小に設定されていることを確認してからアウト
プットパッチの設定をしてください。
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各部の名称と機能(本体編)
OUTPUT PATCH画面
出力端子に割り当てるミックスバスを設定し
ます。

OUTPUT PATCH画面の開き方
1. MONITOR SETUP画面内で、マルチファ

ンクションノブを回し、「OUTPUT 
PATCH」をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

MAIN表示エリア
左に各出力端子の名称、右に現在設定されて
いるミックスバスの名称を表示します。

OUTPUT PATCH画面内の操作方法
1. マルチファンクションノブを回し、任意の

出力端子をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.候補のミックスバスがリスト表示されるの
で、マルチファンクションノブを回し、任
意のミックスバスをフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

MAIN OUT SETUP画面
METER画面において、マルチファンクション
ノブを回した場合に、レベル操作の対象とな
るミックスバスを設定します。

MAIN OUT SETUP画面の開き方
1. MONITOR SETUP画面内で、マルチファ

ンクションノブを回し、「MAIN OUT 
SETUP」をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

MAIN表示エリア
ミックスバスの名称をリスト表示します。

MAIN OUT SETUP画面内の操作方法
1. マルチファンクションノブを回し、任意の

ミックスバスをフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

警告

スピーカーやヘッドホンから意図せずに大きな音が出
ないようにするため、パワードスピーカー、アンプ、
ヘッドホン(AXR4本体の場合はPHONES [1]/[2]ノ
ブ)の音量が最小に設定されていることを確認してか
らアウトプットパッチの設定をしてください。
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各部の名称と機能(本体編)
CH SETUP画面
AXR4本体のハードウェア入力に関する設定
を行ないます。

CH SETUP画面の開き方
AXR4本体パネルの[CH]キーを押すことで、
CH SETUP画面に移動します。

TOOL BAR表示エリア
操作対象のハードウェア入力を表示します。

MAIN表示エリア
項目をリストで表示します。

ANALOG SETUP画面(MIC)
MIC/LINE/HI-Z [1]/[2]端子とMIC/LINE [3]/
[4]端子から入力した信号を、オーディオ制御
する設定を行ないます。

ANALOG SETUP画面(MIC)の開き方
1. CH SETUP画面内で、マルチファンクショ

ンノブを回し、「TOOL BAR表示エリア」
をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 候補のハードウェア入力がリスト表示され
るので、マルチファンクションノブを回
し、MIC IN1からMIC IN4までのうちの任
意のハードウェア入力をフォーカスしま
す。

4. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

5. CH SETUP画面内で、マルチファンクショ
ンノブを回し、「ANALOG SETUP」を
フォーカスします。

6. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

NOTE
CH SETUP画面以外の画面にいる場合に、AXR4本体前
面の[SEL]キーを押すと、[SEL]キーに対応したチャンネ
ルのANALOG SETUP画面に移動します。

ANALOG 
SETUP

ハードウェア入力にあるオー
ディオ制御部分を設定

NOTE
対象のチャンネルによって次画面で
表示される項目が異なります。

SILK SILK関連を設定
AXR4 オペレーションマニュアル 24



各部の名称と機能(本体編)
MAIN表示エリア
項目をリストで表示します。各項目の右に、
現在の設定値を表示します。

NOTE
ディスプレイとdspMixFx AXRでパラメーターは連動し
ています。

・GAIN

設定方法
1. ANALOG SETUP画面(MIC)画面内で、

マルチファンクションノブを回し、
「GAIN」をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、任意の数値
を反映します。
NOTE
• 設定ダイアログ画面の下部にはインプットメー
ターが表示されます。メーターを見ながら、音声
を入力することで、視覚的にゲイン調整をするこ
とができます。

• PADがオンの場合は、ゲインの値が-20(dB)され
ている情報が表示されます。

設定情報は下記のとおりです。

GAIN アナログ回路のインプットゲ
インを設定

PAD アナログ回路のPADオン/オ
フを切り替え

+48V アナログ回路のファンタム電
源オン/オフを切り替え

PHASE 入力信号の位相の正相/逆相
を切り替え

HPF ハイパスフィルターオン/オ
フを切り替え

HI-Z アナログ回路のHI-Zオン/オ
フを切り替え

設定値の範囲 +15(dB)～+68(dB)

ステップ 1(dB)
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各部の名称と機能(本体編)
・PAD

設定方法
1. ANALOG SETUP画面(MIC)画面内で、

マルチファンクションノブを回し、「PAD」
をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、「ON」か
「OFF」をフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

NOTE
PADをオンにした場合の減衰量は20(dB)です。

・+48V

設定方法
1. ANALOG SETUP画面(MIC)画面内で、

マルチファンクションノブを回し、
「+48V」をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、「ON」か
「OFF」をフォーカスします。

4. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

注記

機器の接続や、ルーティングの切り替えをする場合、
本体や外部機器の故障やノイズを防ぐために、次の内
容にご注意ください。
• MIC/LINE/HI-Z [1]/[2]端子や、MIC/LINE [3]/
[4]端子にファンタム電源非対応の機器を接続する
ときは、ファンタム電源をオフにします。

• ファンタム電源をオンにしたまま、MIC/LINE/HI-
Z [1]/[2]端子や、MIC/LINE [3]/[4]端子でケー
ブルの抜き差しをしない。ファンタム電源をオフに
したとき、[+48V]インジケーターが数秒間点滅し
ます。点滅が終わってからケーブルの抜き差しをし
ます。

• ファンタム電源は、AXR4本体前面の[MUTE]キー
をオンにした状態でオン/オフします。

• HI-Zとファンタム電源は同時にオンにできません。
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各部の名称と機能(本体編)
・PHASE

設定方法
1. ANALOG SETUP画面(MIC)画面内で、

マルチファンクションノブを回し、
「PHASE」をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、「ON」か
「OFF」をフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

・HPF

設定方法
1. ANALOG SETUP画面(MIC)画面内で、

マルチファンクションノブを回し、「HPF」
をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、「ON」か
「OFF」をフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

・HI-Z

設定方法
1. ANALOG SETUP画面(MIC)画面内で、

マルチファンクションノブを回し、「HI-Z」
をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、「ON」か
「OFF」をフォーカスします。

4. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。
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各部の名称と機能(本体編)
ANALOG SETUP画面(LINE)
LINE INPUT [5]～[12]端子から入力した信号
を、オーディオ制御する設定を行ないます。

ANALOG SETUP画面(LINE)の開き方
1. CH SETUP画面内で、マルチファンクショ

ンノブを回し、「TOOL BAR表示エリア」
をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.候補のハードウェア入力がリスト表示され
るので、マルチファンクションノブを回
し、LINE IN 5からLINE IN 12までのうち
の任意のハードウェア入力をフォーカスし
ます。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

5. CH SETUP画面内で、マルチファンクショ
ンノブを回し、「ANALOG SETUP」を
フォーカスします。

6.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

MAIN表示エリア
項目をリストで表示します。各項目の右に、
現在の設定値を表示します。

・PAD

設定方法
1. ANALOG SETUP画面(LINE)画面内で、

マルチファンクションノブを回し、「PAD」
をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 表示された画面において、マルチファンク
ションノブを回し、-10dBV、
+4dBu(14dB)、+4dBu(20dB)のいずれ
かをフォーカスします。
NOTE
+4dBu(20)と、+4dBu(14)のカッコ内の数字は
ヘッドルーム(dB)です。

4. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

・PHASE

設定方法
1. ANALOG SETUP画面(LINE)画面内で、

マルチファンクションノブを回し、
「PHASE」をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、「ON」か
「OFF」をフォーカスします。

4. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

PAD アナログ回路の想定する入力
信号レベルを設定

PHASE 入力信号の位相の正相/逆相
を切り替え

HPF ハイパスフィルターのオン/
オフを切り替え
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各部の名称と機能(本体編)
・HPF

設定方法
1. ANALOG SETUP画面(LINE)画面内で、

マルチファンクションノブを回し、「HPF」
をフォーカスします。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、「ON」か
「OFF」をフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

SILK SETUP画面
Silkの設定を行ないます。

SILK SETUP画面の開き方
1. CH SETUP画面内で、マルチファンクショ

ンノブを回し、「TOOL BAR表示エリア」
をフォーカスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 候補のハードウェア入力がリスト表示され
るので、マルチファンクションノブを回
し、MIC IN 1からMIC IN 4までのうちの
任意のハードウェア入力をフォーカスしま
す。

4. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

5. CH SETUP画面内で、マルチファンクショ
ンノブを回し、「SILK」をフォーカスしま
す。

6. マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

NOTE
AXR4本体前面のSILK [ON]キー、SILK [TEXTURE]ノ
ブ、SILK [BLUE/RED]キーのいずれかを操作すると、
SILK SETUP画面に移動します。

MAIN表示エリア
項目をリストで表示します。各項目の右に、
現在の設定値を表示します。

SILK Silkのオン、オフを切り替え

TYPE Silkのタイプを切り替え

TEXTURE Silkのかかり具合を調整
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各部の名称と機能(本体編)
・SILK

設定方法
1. SILK SETUP画面内で、マルチファンク

ションノブを回し、「SILK」をフォーカス
します。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、「ON」か
「OFF」をフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

・TYPE

設定方法
1. SILK SETUP画面内で、マルチファンク

ションノブを回し、「TYPE」をフォーカス
します。

2.マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3.表示された画面において、マルチファンク
ションノブを回し、「BLUE」か「RED」
をフォーカスします。

4.マルチファンクションノブを押し、決定し
ます。

・TEXTURE

設定方法
1. SILK SETUP画面内で、マルチファンク

ションノブを回し、「TEXTURE」をフォー
カスします。

2. マルチファンクションノブを押し、選択し
ます。

3. 表示されたダイアログ画面において、マル
チファンクションノブを回し、任意の数値
を反映します。
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ソフトウェア
ソフトウェア
ここでは、コンピューターで使用する場合のソフトウェアについて説明します。

Yamaha Steinberg 
Thunderbolt Driver
AXR4T本体とコンピューターの間でデータを
やりとりするためのソフトウェアです。コン
トロールパネルで、オーディオドライバーの
基本設定ができます。

画面の開き方

Windows
• スタートメニューから、[Yamaha 
Steinberg Thunderbolt Driver] → 
[Control Panel]

• Cubaseシリーズのメニューから、[スタジ
オ] → [スタジオ設定...] → [Yamaha 
Steinberg Thunderbolt] → [コントロール
パネル]

画面上部のタブをクリックすると、画面が切
り替わります。

Mac
• [アプリケーション] → [Yamaha Steinberg 
Thunderbolt Control Panel]

• Cubaseシリーズのメニューから、[スタジ
オ] → [スタジオ設定...] → [Yamaha 
Steinberg Thunderbolt]または[Yamaha 
Steinberg Thunderbolt (High Precision)] 
→ [コントロールパネル] →[Open Config 
App]

AXR4画面
AXR4Tの設定を切り替えます。

1機器選択タブ
複数台のAXR4Tをスタック接続している
時に、コントロールパネル上で設定する
AXR4Tを切り替えます。

2Sample Rate
AXR4T本体のサンプリング周波数を切り
替えます(14ページ)。
NOTE
Macの場合、「アプリケーション」→「ユーティリ
ティ」→「Audio MIDI設定」 でもサンプリング周波
数を切り替えることができます。

3Clock Source
AXR4T本体のクロックソースを設定しま
す(13ページ)。

1

3
2
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ソフトウェア
ASIO画面(Windowsのみ)
ASIOドライバーの設定を切り替えます。

4Buffer Size
ASIOドライバーのバッファーサイズを切
り替えます。
サンプリング周波数の値で、バッファーサ
イズの設定範囲が変わります。バッファー
サイズの設定でレイテンシーの値が変わり
ます。バッファーサイズの値を小さくする
ほど、レイテンシーの値が小さくなります。

5DMA Buffer Size
AXR4Tのバッファサイズを切り替えます。
値を小さくするほど、レイテンシーの値が
小さくなります。「4 Buffer Size」を変更
すると、この値も自動的に変更されます。

6 Input Latency / Output Latency
オーディオ入出力信号のレイテンシー (遅
延時間)を、ミリ秒単位で表示します。

7Enable MMCSS
チェックボックスをオンすると、ASIOド
ライバーの処理に優先的にCPUリソースが
割り当てられるため、パフォーマンスが向
上が見込める場合があります。お使いの環
境によっては、逆にパフォーマンスが低下
してしまうこともあります。

About画面
オーディオドライバーのバージョンと著作権
情報を表示します。

バッファーサイズの切り替え(Mac)
各アプリケーション(DAWソフトウェアなど)
の設定画面で切り替えます。
Cubaseシリーズのメニューから、[スタジオ] 
→ [スタジオ設定]を開き、画面左メニューの
[Yamaha Steinberg Thunderbolt]または
[Yamaha Steinberg Thunderbolt (High 
Precision)]内にある[コントロールパネル]を
クリックし、バッファーサイズを切り替えま
す。

NOTE
設定画面の開き方は、アプリケーションによって異なり
ます。

32-bit Integerで使用するには(Mac)
Cubaseでは、[Yamaha Steinberg 
Thunderbolt]または[Yamaha Steinberg 
Thunderbolt (High Precision)]を選びます。
Cubaseとドライバーの間を、32-bit integer
ビット解像度で処理する場合は、[Yamaha 
Steinberg Thunderbolt (High Precision)]を
選びます。

Steinberg AXR4 2TR (Mac)
iTunesなどのDAW以外の一般的なアプリケー
ションや、OSのサウンドを再生するときに選
択するオーディオドライバーです。また
AXR4Tのチャンネルで、LOOPBACKをオン
に設定したチャンネルのオーディオ信号を録
音できます(42ページ)。チャンネル数は再生、
録音ともステレオ1系統です。

サンプリング
周波数

設定範囲

44.1 kHz/
48 kHz

32 Samples ～ 2048 
Samples

88.2 kHz/
96 kHz

64 Samples ～ 4096 
Samples

176.4 kHz/
192 kHz

128 Samples ～ 8192 
Samples

352.8ｋHz / 
384 kHz

256 Samples ～ 16384 
Samples

4

6
7

5
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ソフトウェア
Yamaha Steinberg USB 
Driver
AXR4U本体とコンピューターの間でデータ
をやりとりするためのソフトウェアです。
コントロールパネルで、オーディオドライ
バーの基本設定ができます。

画面の開き方

Windows
• スタートメニューから、[Yamaha 
Steinberg USB Driver] → [Control Panel]

• Cubaseシリーズのメニューから、[スタジ
オ] → [スタジオ設定...] → [Yamaha 
Steinberg USB ASIO] → [コントロールパ
ネル]

画面上部のタブをクリックすると、画面が切
り替わります。

Mac
• [アプリケーション] → [Yamaha Steinberg 
USB Control Panel]

• Cubaseシリーズのメニューから、[スタジ
オ] → [スタジオ設定...] → [Steinberg 
AXR4U]または[Steinberg AXR4U (High 
Precision)] → [コントロールパネル] → 
[Open Config App]

Steinberg AXR4画面
AXR4Uの設定を切り替えます。

Windows 

Mac 

1Sample Rate (Windowsのみ）
AXR4U本体のサンプリング周波数を切り
替えます(14ページ)。
NOTE
設定できるサンプリング周波数は、DAWの対応する
サンプリング周波数によって異なります。

2Clock Source (Windowsのみ）
AXR4U本体のクロックソースを設定しま
す(13ページ)。

3USB Mode
AXR4U本体のUSBモードを設定します
(19ページ)。

1

2

3

3
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ソフトウェア
ASIO画面(Windowsのみ)
ASIOドライバーの設定を切り替えます。

4Device
ASIOドライバーで使う機器を切り替えま
す。コンピューターにYamaha Steinberg 
USB Driver対応機器が2台以上接続してい
るときに有効です。

5Mode
レイテンシーのモードを選びます。
選択肢：Low Latency､ Standard､ 
Stable

6Buffer Size
ASIOドライバーのバッファーサイズを切
り替えます。 サンプリング周波数の値で、
バッファーサイズの設定範囲が変わりま
す。バッファーサイズの設定でレイテン
シーの値が変わります。 バッファーサイズ
の値を小さくするほど、レイテンシーの値
が小さくなります。

7 Input Latency/Output Latency
オーディオ入出力信号のレイテンシー (遅
延時間)を、ミリ秒単位で表示します。

About画面
オーディオドライバーのバージョンと著作権
情報を表示します。

サンプル周波数の切り替え(Mac)
クロックソースの切り替え(Mac）
[Audio MIDI設定]で切り替えます。
[アプリケーション] → [ユーティリティ ] → 
[Audio MIDI設定]を開きます。 [フォーマット]
でサンプリング周波数を切り替えます。
[クロックソース]でクロックソースを切り替
えます。 

選択肢 説明
Low 
Latency

レイテンシーが小さいモード
です。高性能なコンピュー
ターが必要となります。

Standard 標準的なレイテンシーモード
です。

Stable レイテンシーが大きいモード
です。性能が低いコンピュー
ターや、負荷の高いプロジェ
クトで安全性が高くなりま
す。

サンプリング
周波数

設定範囲

44.1 kHz/
48 kHz

32 Samples ～ 2048 
Samples

4

5

6

7

88.2 kHz/
96 kHz

64 Samples ～ 4096 
Samples

176.4 kHz/
192 kHz

128 Samples ～ 8192 
Samples

352.8ｋHz / 
384 kHz

256 Samples ～ 16384 
Samples

サンプリング
周波数

設定範囲
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ソフトウェア
バッファーサイズの切り替え(Mac）
各アプリケーション(DAWソフトウェアなど)
の設定画面で切り替えます。
Cubaseシリーズのメニューから、[スタジオ] 
→ [スタジオ設定]を開き、画面左メニューの
[Steinberg AXR4]または[Steinberg AXR4 
(High Precision)]内にある[コントロールパネ
ル]をクリックし、バッファーサイズを切り替
えます。 設定画面の開き方は、アプリケー
ションによって異なります。

32-bit Integerで使用するには(Mac)
Cubaseでは、[Steinberg AXR4]または
[Steinberg AXR4 (High Precision)]を選び
ます。 Cubaseとドライバーの間を、32-bit 
integerビット解像度で処理する場合は、
[Steinberg AXR4 (High Precision)]を選び
ます。 
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ソフトウェア
dspMixFx AXR
AXR4本体に搭載されているDSPミキサーやDSPエフェクトを操作するソフトウェアです。

画面例、画面の開き方

画面構成
dspMixFx AXRは、Mixer画面を中心に5つの画面で構成されています。

NOTE
画面右下端をクリックして斜め方向にドラッグすることで、表示項目の大きさを拡大縮小しながら、画面の全体の大き
さを変更できます。

Mixer画面 Matrix Mixer画面

Meter画面

Show/Hide Channels画面

設定画面
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ソフトウェア
dspMixFx AXRの開き方
「アプリケーション」→「dspMixFx AXR」

Mixer画面
ミキサーの操作をする画面です。

1入力チャンネルエリア(38ページ)

2出力チャンネルエリア(42ページ)

3右サイドバー (44ページ)

4左サイドバー (45ページ)

5メニュー (48ページ)

6スクロールバー
NOTE
Mixer画面の表示内容は以下の操作で調整できます。
• スクロールバーによる移動で、表示範囲外の入力チャンネル、出力チャンネルを表示します。
• Mixer画面上端、または下端をクリックして上下にドラッグすることで、表示項目の大きさは維持しながら、Mixer画
面の上下の大きさを変更できます。

• Mixer画面右斜め端をクリックして斜め方向にドラッグすることで、表示項目を拡大縮小しながら、Mixer画面の上下
の大きさを変更できます。

• Mixer画面右端をクリックして左右にドラッグすることで、入力チャンネルエリアの表示チャンネル数を増減できま
す。

1 2

34

5

6
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ソフトウェア
入力チャンネルエリア
各入力チャンネルの設定をします。Window
サイズの都合ですべてのチャンネルが表示で
きない場合は、スクロールすることで目的の
チャンネルを表示します。すべての入力チャ
ンネルについてステレオ/モノラルの切り替え
が可能です。フィルタリングにより表示する
チャンネルを選択することが可能です。機能
によっては、全表示と減表示の2つの表示方
法を選択できます。

1チャンネルラベル(38ページ)

2入力設定エリア(39ページ)

3SILK (40ページ)

4 Insert FX (40ページ)

5REV-X SEND (40ページ)

6PAN/FADERエリア(43ページ)
NOTE
• 入力チャンネルエリアと出力チャンネルエリア中の各
機能は、すべてを表示(全表示)するか、決められた機
能だけに減らして表示(減表示)するか、切り替えるこ
とができます(45ページ）。

• dspMixFx AXRを起動後の初期画面では、入力チャン
ネルエリア内にすべてのチャンネルが表示されませ
ん。スクロールバーで表示を移動するか、ウィンドウ
を横に広げて表示してください。

チャンネルラベル
*赤枠箇所

チャンネル名を表示します。ダブルクリック
でチャンネル名を編集状態にします。入力可
能な文字数は10文字以内です。
チャンネルラベル上を右クリック(Windows)
または<control>キーを押しながらクリック
(Mac)でメニューを表示します。

チャンネル名
クリックすると、チャンネル名が初期設定に
戻ります。

Channel Link
モノラルチャンネルにおいてクリックした場
合、隣のチャンネルとリンクします。ステレ
オチャンネルにおいてクリックした場合、2
つのモノラルチャンネルになります。チェッ
クマークによりチャンネルリンクされている
ことを示します。

2

1

6

3

5

4
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ソフトウェア
入力設定エリア―ヘッドアンプ

1+48Vボタン
ファンタム電源のオン/オフを切り替えま
す。

2PADボタン
パッドのオン/オフを切り替えます。

3HI-Zボタン(CH1およびCH2のみ)
HI-Zのオン/オフを切り替えます。
NOTE
PADをオンにした場合の減衰量は20(dB)です。

4入力ゲイン調整ノブ
入力ゲインを調整します。

5入力ゲイン値
現在の入力ゲイン表示とゲインの編集をし
ます。

6ハイパスフィルターボタン
ハイパスフィルターのオン/オフを切り替
えます。

7φボタン
位相反転のオン/オフを切り替えます。
ステレオリンク時には、左右2つのφボタ
ンが表示されます。

NOTE
• 入力ゲイン調整ノブを<Ctrl>キー +左クリック
(Windows)または<command>キー +クリック(Mac)
することで、入力ゲインを最小値に設定できます。

• 入力ゲイン調整ノブは、マウスホイールでも操作でき
ます。

• 入力ゲイン値をダブルクリックすると、数値入力が可
能な状態にできます。

入力設定エリア―ライン

1+4dBu(20)ボタン
規定入力レベルを+4dBu(20)に設定しま
す。

2+4dBu(14)ボタン
規定入力レベルを+4dBu(14)に設定しま
す。
NOTE
+4dBu(20)と、+4dBu(14)のカッコ内の数字は
ヘッドルーム(dB)です。

3 -10dBVボタン
規定入力レベルを-10dBVに設定します。

4ハイパスフィルターボタン
ハイパスフィルターのオン/オフを切り替
えます。

5φボタン
位相反転のオン/オフを切り替えます。
ステレオリンク時には、左右2つのφボタ
ンが表示されます。

注記

機器の接続や、ルーティングの切り替えをする場
合、本体や外部機器の故障やノイズを防ぐために、
次の内容にご注意ください。
• MIC/LINE/HI-Z [1]/[2]端子や、MIC/LINE 
[3]/[4]端子にファンタム電源非対応の機器を接
続するときは、ファンタム電源をオフにします。

• ファンタム電源をオンにしたまま、MIC/LINE/
HI-Z [1]/[2]端子や、MIC/LINE [3]/[4]端子
でケーブルの抜き差しをしない。ファンタム電
源をオフにしたとき、[+48V]インジケーター
が数秒間点滅します。点滅が終わってからケー
ブルの抜き差しをします。

• ファンタム電源は、AXR4本体前面の[MUTE]
キーをオンにした状態でオン/オフします。

• HI-Zとファンタム電源は同時にオンにできませ
ん。

21

6
7

3

5

4

1

4
5

2
3
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ソフトウェア
SILK (全表示)

1SILKボタン
Silk機能のオン/オフを切り替えます。

2BLUE/RED切り替えボタン
BLUE/REDを切り替えます。

3TEXTURE調整ノブ
TEXTUREの調整をします。

4TEXTURE値
TEXTURE値の表示と編集をします。

NOTE

• TEXTURE調整ノブを<Ctrl>キー +左クリック
(Windows)または<command>キー +クリック(Mac)
することで、TEXTUREを最小値に設定できます。

• TEXTURE調整ノブは、マウスホイールでも操作でき
ます。

• TEXTURE値をダブルクリックすると、数値入力が可
能な状態にできます。

Insert FX (全表示)

1FX RECボタン
エフェクトかけ録りのオン/オフの選択を
します。

2FX Bypassボタン(SLOT1)
エフェクトのバイパスを設定します。

3FX Editボタン(SLOT1)
インサートされているエフェクトの設定を
します。

4FX選択(SLOT1)
エフェクトの選択と現在選択されている
エフェクトの表示をします。

5FX Bypassボタン(SLOT2)
エフェクトのバイパスを設定します。

6FX Editボタン(SLOT２)
インサートされているエフェクトの設定を
します。

7FX選択(SLOT２)
エフェクトの選択と現在選択されている
エフェクトの表示をします。

REV-X SEND (全表示)

1Reverb Sendノブ
リバーブセンド量を調整します。

2Reverb Send量
リバーブセンド量の表示と値の編集をしま
す。

NOTE
• Reverb Sendノブを<Ctrl>キー +左クリック
(Windows)または<command>キー +クリック(Mac)
することで、リバーブセンド量を最小値に設定できま
す。

• Reverb Sendノブは、マウスホイールでも操作できま
す。

• Reverb Send値をダブルクリックすると、数値入力が
可能な状態にできます。

1

4

2

3

1

2 3
4

5 6
7

1

2
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ソフトウェア
PAN/FADERエリア

1PANノブ
パンを調整します。

2PANの値
パンの値の表示と編集をします。

3MUTEボタン
ミュートのオン/オフを切り替えます。

4SOLOボタン
ソロのオン/オフを切り替えます。

5レベルメーター
入力レベルが表示されます。

6センドレベル調整フェーダー
センドレベルを調整します。

7センドレベル
センドレベル表示と編集をします。

8ミックスバス(センド先)
ミックスバスの表示と選択をします。

ミックスバス(センド先)とドロップダウン
操作

ミックスバス(センド先)をクリックすること
で、ルーティング可能なミックスバスの一覧
が表示されます。表示された一覧から目的の
ミックスバスをクリックすることで、ルー
ティングできます。

NOTE

• PANノブを<Ctrl>キー +左クリック(Windows)または
<command>キー +クリック(Mac)することで、パン
をセンターに設定できます。

• PANノブは、マウスホイールでも操作できます。
• PANの値をダブルクリックすると、数値入力が可能な
状態にできます。

• センドレベル調整フェーダーをコンピューターの
<shift>キーを押しながらドラッグすることで、ドラッ
グの幅に対して、より細かく数値を上下できるファイ
ン操作ができます。

• センドレベルをダブルクリックすると、数値入力が可
能な状態にできます。

• 1つの入力チャンネルは、ミックスバスごとにPANの
値とセンドレベルを持っています。ミックスバス(セン
ド先)を選択しなおすと、選択先のミックスバスに向け
て設定されていたPAN値とセンドレベルに応じて、
フェーダーやPANノブの表示が切り替わります。

1

3
2

4

7

5

6

8
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ソフトウェア
出力チャンネルエリア
各出力チャンネルの設定をします。Window
サイズに関係なく、表示は４チャンネル
(Stereoの場合は8チャンネル)固定です。す
べての出力チャンネルについてステレオ/モノ
ラルの切り替えが可能です。スクロールで目
的のチャンネルを表示します。フィルタリン
グにより表示するチャンネルを選択できます。

1 Insert FX (42ページ)

2REV-X RETURN (43ページ)

3PAN/FADERエリア(43ページ)

Insert FX (全表示)

1LOOPBACK
チャンネルのオーディオ信号をコンピュー
ターのシステムサウンドに戻す機能のオン
/オフを切り替えます。
NOTE
ループバックしたオーディオ信号をコンピューター
で録音する場合は、Windowsのサウンド設定で、
「Steinberg AXR4」を録音デバイスとして選択して
ください。
Macの場合は、サウンド入力のオーディオ装置とし
て「Steinberg AXR4 2TR」を選択してください。

2FX Bypassボタン(SLOT1)
エフェクトのバイパスを設定します。

3FX Editボタン(SLOT1)
インサートされているエフェクトの設定を
します。

4FX選択(SLOT1)
エフェクトの選択と現在選択されているエ
フェクトの表示をします。

5FX Bypassボタン(SLOT2)
エフェクトのバイパスを設定します。

6FX Editボタン(SLOT２)
インサートされているエフェクトを設定し
ます。

7FX選択(SLOT２)
エフェクトの選択と現在選択されているエ
フェクトの表示をします。

2

1

3

1
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4
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7
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ソフトウェア
REV-X RETURN (全表示）

1Reverb Returnノブ
リバーブリターン量を調整します。

2Reverb Return量
リバーブリターン量の表示と値の編集をし
ます。

NOTE
• Reverb Returnノブを<Ctrl>キー +左クリック
(Windows)または<command>キー +クリック(Mac)
することで、リバーブリターン量をノミナルに設定で
きます。

• Reverb Returnノブは、マウスホイールでも操作でき
ます。

• Reverb Return値をダブルクリックすると、数値入力
が可能な状態にできます。

PAN/FADERエリア

1PANノブ
PANを調整します。

2PANの値
PANの値の表示と編集をします。

3MUTEボタン
MUTEのオン/オフを切り替えます。

4出力レベル調整フェーダー
出力レベルを調整します。

5レベルメーター
出力レベルを表示します。

6出力レベル
出力レベルの表示と編集をします。

7ヘッドホン1ボタン
ヘッドホン1に出力します。

8ヘッドホン2ボタン
ヘッドホン２に出力します。

1

2

1
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ソフトウェア
右サイドバー
チャンネルストリップの各エリアの開閉、表
示/非表示、およびREV-Xの設定をします。

1REV-X (44ページ)

2フィルタリングボタン(44ページ)

REV-X

1 INPUTメーター
リバーブの入力信号レベルを表示します。

2OUTPUTメーター
リバーブの出力信号レベルを表示します。

3Reverb Editボタン
リバーブの詳細設定画面を開きます。

4REVERBタイプ
リバーブタイプを選択します。

5Reverb Time設定ノブ
リバーブタイムを調整します。

6Reverb Time設定値
現在のリバーブタイム表示と編集をします。

NOTE

• Reverb Time設定ノブを<Ctrl>キー +左クリック
(Windows)または<command>キー +クリック(Mac)
することで、リバーブタイムをデフォルト値に設定で
きます。

• Reverb Time設定ノブは、マウスホイールでも操作で
きます。

• Reverb Time設定値をダブルクリックすると、数値入
力が可能な状態にできます。

フィルタリングボタン

1Analogボタン
アナログ出力チャンネルの表示/非表示を
切り替えます。

2Digitalボタン
デジタル出力チャンネル(ADAT、S/PDIF、
AES/EBU)の表示/非表示を切り替えます。
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ソフトウェア
左サイドバー
入力チャンネルエリアと出力チャンネルエリ
ア中の各機能について全表示/減表示、もしく
は表示/非表示を切り替えます。

1全表示/減表示の切り替え(45ページ)

2フィルタリングボタン(46ページ)

全表示/減表示の切り替え

1 INPUT
入力設定の全表示/減表示を切り替えます。

2SILK
Silk設定の全表示/減表示を切り替えます。

3 INSERT
インサートエフェクト設定の全表示/減表
示を切り替えます。

4REV-X
リバーブセンド設定、リバーブリターン設
定の全表示/減表示を切り替えます。
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ソフトウェア
フィルタリングボタン

1Analogボタン
アナログ入力チャンネル(Hardware Input
のMICとLINE)の表示/非表示を切り替えま
す。

2Digitalボタン
デジタル入力チャンネル(Hardware Input
のADAT、S/PDIF、AES/EBU)の表示/非
表示を切り替えます。

3DAWボタン
DAWからの入力チャンネルの表示/非表示
を切り替えます。

1

2

3
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ソフトウェア
資料
チャンネルの種類ごとの操作可能な項目、および全表示、減表示の関係は以下の表のとおりです。

チャンネルごとの設定項目 
*1 二つのスロットにインサート可能
*2 出力チャンネルがモノラル設定の場合は操作不可

チャンネルごとの設定項目
*1 二つのスロットにインサート可能
*2 モノラル設定時は操作不可

項目 説明 HARDWARE DAW
ANALOG DIGITAL

1～2CH 3～4CH 5～12CH 13CH以降 全CH
全表示 減表示 全表示 減表示 全表示 減表示 全表示 減表示 全表示 減表示

設定
領域

入力 +48V ファンタム電源オン
/オフ

● ● ● ● -- -- -- -- -- --

PAD PADオン/オフ ● ● ● ● -- -- -- -- -- --

HI-Z HI-Z設定オン/オフ ● -- -- -- -- -- -- -- -- --

ゲインノブ 入力ゲイン調整 ● -- ● -- -- -- -- -- -- --

ゲイン数値
入力

入力ゲイン数値
入力調整

● ● ● ● -- -- -- -- -- --

Gain切り替え 入力ゲイン切り替え -- -- -- -- ● -- -- -- -- --

HPF ハイパスフィルター
オン/オフ

● -- ● -- ● -- -- -- -- --

PHASE PHASE設定 ● -- ● -- ● -- -- -- -- --

SILK ON/OFF SILKオン/オフ ● ● ● ● -- -- -- -- -- --

BLUE/RED BLUE/RED切り替え ● ● ● ● -- -- -- -- -- --

TEXTUREノブ TEXTUREノブ設定 ● -- ● -- -- -- -- -- -- --

TEXTURE
数値入力

TEXTURE数値入力
設定

● ● ● ● -- -- -- -- -- --

Insert 
FX

FX REC エフェクトの
掛け録り設定

● -- ● -- ● -- ● -- -- --

FX Bypass (*1) エフェクトのバイパス ● -- ● -- ● -- ● -- -- --

FX Edit (*1) エフェクト設定画面
の表示

● -- ● -- ● -- ● -- -- --

エフェクト
選択 (*1)

インサートするエフェ
クトを選択する

● ● ● ● ● ● ● ● -- --

Reverb 
Send

Send量ノブ リバーブセンド量
調整ノブ

● -- ● -- ● -- ● -- ● --

Send量数値
入力

リバーブセンド量
数値入力

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PAN/
FADER
領域

PAN (*2) パン設定 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MUTE MUTEオン/オフ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOLO SOLOオン/オフ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fader+数値入力 センドレベル調整 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Meter 入力レベル表示 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

項目 説明 全CH
全表示 減表示

設定領域 LOOPBACK PCへのループバックオン/オフ ● --
Insert FX ON/OFF (*1) エフェクトオン/オフ ● --

FX編集 (*1) エフェクト設定画面の表示 ● --
エフェクト選択 (*1) インサートするエフェクトを選択する ● ●

Reverb 
Return

Return量ノブ リバーブリターン量調整ノブ ● --
Return量数値入力 リバーブリターン量数値入力 ● ●

PAN/FADER領域 PAN (*2) パン設定 ● ●
MUTE MUTEオン/オフ ● ●
SOLO SOLOオン/オフ ● ●
Fader+数値入力 出力レベル調整 ● ●
Meter 出力レベル表示 ● ●
Headphone ヘッドホンモニターオン/オフ ● ●
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ソフトウェア
メニュー
メニューの内容については、各機能の説明をご参照ください。

1File (48ページ)
セッションのオープンやセーブをします。

2Edit (48ページ)
各種設定を一括で行ないます。

3Window (49ページ)
各画面を開きます。

4Scene (49ページ)
AXR4本体のシーンのストアとリコールを
行ないます。

5Help (50ページ)
オペレーションマニュアルや、AXR4本体
情報を開きます。

6Device (50ページ)
dspMixFx AXRで編集する対象の機器を選
択して表示します。

7DSP (50ページ)
DSPリソースの使用率を表示します。

メニューの操作方法
クリックでメニュー項目を表示します。表示
された項目にマウスオーバーすることで、下
位の項目を表示します。

NOTE
取扱説明書の「メニュー」中の説明において、矢印を表
記している場合は、マウスオーバーで下位の項目を表示
することを示します。

File
セッションのオープンや、セーブをします。

Open
セーブされたセッションを開きます。

Save
現在の設定を上書き保存します。

NOTE
AXR4Tのスタック接続時には、最大で3台分の設定デー
タを1つのファイルにまとめて保存します。

Save As
セッションを保存するフォルダーとファイル
名を設定するダイアログボックスを開きます。

Edit
各種設定を一括で行ないます。

Disable Insert FX
インサートされているエフェクトをすべて
無効にします。

Show Hidden Channels
チャンネルのフィルタリング設定をすべて
無効にします。

Pairing → Mono
ハードウェア入力以外のすべてのチャンネル
をモノラルに設定します。

Pairing → Stereo
ハードウェア入力以外のすべてのチャンネル
をステレオに設定します。

1 2 3 4 5 6 7
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ソフトウェア
Set Default → Channel Names
すべてのチャンネル名をDefault設定にしま
す。

Set Default → Routing
DAWの出力が、ノミナルレベルでミキシング
されずに直接ハードウェア出力されるオー
ディオルーティングになります。

NOTE
設定を決定する前に、確認のためのダイアログが表示さ
れます。

Window
各Windowを開きます。

Meter
メーター画面を開きます。

Matrix Mixer
Matrix画面を開きます。

Show/Hide Channels
Channel List画面を開きます。

Settings
設定画面を開きます。

NOTE
対象の画面がすでに開いている場合は、前面に移動しま
す。

Scene
AXR4本体のシーンのストアとリコールを行
ないます。

NOTE

• Initial Dataシーンは、ミキサー設定を工場出荷時の状
態に初期化するためのシーンです。

• 最大8つのシーンをストアできます。

リストからシーンを選択し、クリックするこ
とでSceneダイアログボックスを表示します。

Sceneダイアログボックス

1シーン名編集ボックス
選択されたシーン名が表示されます。スト
アするシーン名を編集できます。

2Cancel
シーンのストアおよびリコールをキャンセ
ルします。

3Store
設定した名称でシーンをストアします。

4Recall
選択されたシーンをリコールします。

1

2 3 4
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ソフトウェア
Help
オペレーションマニュアルや、AXR4本体情
報を開きます。

Help
オペレーションマニュアル(本書)を開きます。

About
AXR4の本体情報を表示します。

Device
dspMixFx AXRで編集する対象の機器を選
択、表示します。選択にともなって、メー
ター画面以外の画面では、編集対象のAXR4
が変更されます。

NOTE
選択中のインターフェイスに対応するデバイスが表示さ
れます。インターフェースは、「Window」→
「Settings」→「General Settings」→「Interface」で
選択します。

DSP
DSPリソースの使用率を表示します。使用で
きるエフェクト数の目安にします。搭載され
ている2つのDSP、それぞれについて表示し
ます。
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ソフトウェア
Matrix Mixer画面
信号のルーティングをする画面です。

画面の開き方
「Window」メニュー→「Matrix Mixer」

Matrix Mixer内の表示
Matrix Mixer画面は、入力からミックスバスへのルーティングエリアとDAWまたはコンピュー
ターのシステムサウンドからミックスバスへのルーティングエリアの2つの領域で構成されていま
す。横方向に、ハードウェア入力とDAWからの入力を表示します。縦方向にミックスバスを表示
します。
画面上における構成単位を、グリッドといいます。

NOTE
• ミキサー画面の「チャンネルラベル」で変更したチャンネル名はMatrix Mixerにも反映されますが、Matrix Mixer上
では編集できません。

• コンピューターの画面の表示サイズに納まりきらない場合は、Matrix Mixerの画面下部にスクロールバーが表示され
ます。スクロールバーで、横方向の表示を切り替えます。
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ソフトウェア
グリッドの操作方法

マウスオーバー
そのグリッドを含む縦、横のラインをハイラ
イト状態にします。

左クリック(Windows)/クリック(Mac)
そのグリッドを選択します。

NOTE
選択状態では、グリッドが白枠で囲われたハイライト状
態で示されます。

ダブルクリック
ノミナルレベルでルーティングをオンにしま
す。すでにルーティングされているグリッド
に対しては、ルーティングをオフにします。

右クリック(Windows)
<control>キー +クリック(Mac)
そのグリッドを選択にし、設定メニューを表
示します。

On
ノミナルレベルでルーティングをオンにします。

Off
ルーティングをオフにします。

Edit…
設定ダイアログを開きます。

設定ダイアログ

1センド量
センド量の表示と編集をします。

2Cancelボタン
設定をキャンセルします。

3OKボタン
設定を反映します。

<shift>キー + ドラッグ
縦、横、斜めのドラッグ方向に複数のグリッ
ドを選択します。

1

2 3
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ソフトウェア
NOTE
複数選択後、右クリック(Windows)または<control>
キー +クリック(Mac)で設定メニューを表示し、選択さ
れたすべてのルーティングポイントの設定を一括で行な
います。

<Ctrl>キー +左クリック(Windows)
<command>キー +クリック(Mac)
クリックしたグリッドをすべて選択します。
選択したグリッドをクリックすると選択を解
除します。

NOTE
複数選択後、右クリック(Windows)または<control>
キー +クリック(Mac)で設定メニューを表示し、選択さ
れたすべてのルーティングポイントの設定を一括で行な
います。

<Ctrl>キー +ホイール操作(Windows)
<command>キー +ホイール操作(Mac)
レベルおよびPANを変更します。
• 前方に回転：センド量：増える PAN：右側
にシフト

• 後方に回転：センド量：減る PAN：左側に
シフト 

NOTE
Matrix Mixer内の表示や設定の単位はモノラルです。
そのため状況によっては、自動的に以下の設定が行われ
ます。
• パンの設定にそって、グリッドがオン/オフされます。
例として、ステレオ設定されたMIC 1/2から
Hardware OutputsのLINE 1/2にルーティングを設定
した場合は、以下のようになります。

この状態から、パンをL側に振り切ると、R側への信号
が無くなるため、自動的にR側に相当するグリッドが
オフになります。

• Mixer画面でフェーダーを下げきると、対応したグ
リッドがオフになります。
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ソフトウェア
Meter画面
全メーターを表示する画面です。

画面の開き方
「Window」メニュー→「Meter」

複数台接続時の表示
AXR4Tを複数台接続した場合は、AXR4Tに
つけられたSTACK IDが小さい順に、上から
表示します。

ハードウェア入力チャンネルエリア
ハードウェア入力チャンネルメーターを表示
します。左から、MIC、 LINE、Digital A、
Digital Bの順に表示します。

DAWチャンネルエリア
DAWからの入力信号のメーターを表示しま
す。左から、LINE、Digital A、Digital B、
PCの順に表示します。

ミックスバスエリア
ミックスバスのメーターを表示します。左か
ら、LINE、Digital A、Digital Bの順に表示し
ます。

NOTE
レベルメーターの色と音量の関係を、下記に示します。

表示チャンネルのフィルタリング
Meter画面の項目の表示/非表示を切り替えま
す。

INPUTS 

1Analogボタン
アナログ入力メーター (Hardware Inputの
MICとLINE)の表示/非表示を切り替えます。

2Digitalボタン
デジタル入力メーター (Hardware Inputの
ADAT、S/PDIF、AES/EBU)の表示/非表
示を切り替えます。

3DAWボタン
コンピューターからAXR4本体に送る信号
のメーターの表示/非表示を切り替えます。

OUTPUTS 

1Analogボタン
アナログ出力メーターの表示/非表示を切
り替えます。

2Digitalボタン
デジタル出力メーター (ADAT、S/PDIF、
AES/EBU)の表示/非表示を切り替えます。

ハードウェア入力チャンネルエリア DAWチャンネルエリア ミックスバスエリア

色 音量

緑 -∞  ～ -14 [dB]

黄 -14 ～ -3 [dB]

赤 Over

1

2

3

1

2
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ソフトウェア
Show/Hide Channels画面
各チャンネルの表示/非表示を切り替える画面です。

画面の開き方
「Window」メニュー →「Show/Hide Channels」

Show/Hide Channels内の操作方法
信号名のついたボックスのオン(緑)/オフ(グレー )で各チャンネルの表示/非表示を切り替えます。

－オン(緑)

－オフ(グレー )

NOTE
ステレオリンクされているチャンネルは、どちらか一方をクリックすることで、もう一方についても表示/非表示が切り
替わります。

ハードウェア入力チャンネル DAWチャンネル ハードウェア出力チャンネル
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ソフトウェア
設定画面
全般的な設定と、機器固有の設定をする画面です。

画面の開き方
「Window」メニュー →「Settings」

General Settings
システム全体に関わる設定を行ないます。

1 Interface
AXR4とコンピューターを接続する規格を
選択します。
NOTE
AXR4UではUSBを、AXR4TではThunderboltを選
択します。

2Control Panelボタン
選択されたインターフェースのドライバー
のコントロールパネルを開きます。

3Knob Mode
dspMixFx AXR上のノブを、マウスで操作
する際の動かし方を選択します。
NOTE
設定とノブの操作方法の関係を、下記に示します。

General 
Settings

機器設定 Output Routing

1
2

3

4

5
設定 ノブの操作方法

Linear 上下に線を描くようにマウスを操作

Circular 左右に弧を描くようにマウスを操作
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ソフトウェア
4Conversion Mode
AD/DAコンバーターのフィルターを設定
します。AD/DAコンバーターには、
LINEAR PHASEとSHORT DELAYの2種
類のフィルターがあります。音のキャラク
ターに若干の違いがあります。必要に応じ
て変更してください。
NOTE
スタック接続時に機器間のConversion Modeの設
定が異なる場合は、「-」と表示されます。

5Peak Hold 
ピークホールドのオン/オフを切り替えま
す。

機器設定
機器固有の設定を行ないます。機器設定に表
示される機器は、General Settingsでのイン
ターフェースの変更や、ミキサー画面での機
器選択に関連して変更されます。

1Digital A
Digital Aで使用するDigital I/Oを選択しま
す。

2Digital B
Digital Bで使用するDigital I/Oを選択しま
す。

3HPF
アナログ入力のハイパスフィルターの周波
数を、40 Hz、60 Hz、80 Hz、100Hz、
120Hzから選択します。

4Post Fader Send for Reverb
どのミックスバスへのポストフェーダーか
らReverbへセンドするかを選択します。
NOTE
すべての入力チャンネルに対して、Post Fader 
Send for Reverbで選択されたミックスバスが一括
で設定されます。Post Fader Send for Reverbの
項目中から「USER」を選択した場合には、以下の
手順で個別の設定が可能です。
1 Mixer画面において、任意の入力チャンネルの
「ミックスバス(センド先)」をクリックし、任意の
ミックスバスをクリックで選択します。

2 手順1と同じ入力チャンネルの「ミックスバス(セ
ンド先)」を右クリック(Windows)または
<control>キー +クリック(Mac)し、 Post Fader 
Send for Reverbをクリックします。

5Routing Mode
Matrix Routingのオン/オフを切り替えま
す。
NOTE
Matrix Routingのオン、オフと実際の動作の関係
を、下記に示します。

6AES/EBU Master
AES/EBUをクロックソースにした場合に、
AES/EBU内のどのチャンネルからクロッ
クソースを受信するかを設定します。

7SRC
AES入力部のSRC (Sample Rate 
Converter)のオン/オフを切り替えます。

1

2

3

4

5

6

7

Routing 
Modeの状態

実際の動作

オン Mixer画面で、あるチャンネル
のセンド先を選択しても他の
チャンネルは影響を受けず、各
チャンネルそれぞれで異なるセ
ンド先を選択できる

オフ Mixer画面で、あるチャンネル
のセンド先を選択すると他の
チャンネルのセンド先もすべて
同じセンド先になる
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ソフトウェア
Output Routing
ミックスバスから、出力端子へのルーティン
グ設定を行ないます。Output Routingの右側
に、上から下へと出力端子名を、Output 
Routingの上側に左から右へとミックスバス
名を表示します。設定単位はモノラルです。

NOTE

• ミキサー画面で変更したミックスバス名はOutput 
Routingにも反映されます。Output Routing画面で
は、ミックスバス名の編集はできません。

• 1つのバスから複数の出力端子にアサインすることが
できます。複数のバスを１つの出力端子にアサインす
ることはできません。

• マウスによるクリック操作で、ルーティングを設定し
ます。
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ソフトウェア
モニター環境を構築する
ここでは、ボーカルを録音する場合の、ボー
カリストとエンジニアのモニター環境を構築
する状況を例に説明します。

説明は、以下の状況を前提にします。
• コンピューターとAXR4の設定、モニター
スピーカーとAXR4の接続と適切な音量の
設定は完了している。

• DAW側ではボーカル録音用のミックスバラ
ンスができている。

• DAWにダイレクトモニタリング機能がある
場合は、オフになっている。

AXR4本体と各機器の接続
1. AXR4本体にマイクをつなぎます。

2. AXR4本体にヘッドホン1 (エンジニア用)
をつなぎます。

3. AXR4本体にヘッドホン2 (ボーカリスト用)
をつなぎます。

Matrix Mixer画面上での設定
4.Matrix Mixer画面(51ページ)で、マイクか

らの入力をLINE 1/2出力バスとLINE 3/4
出力バスへと、対象のグリッドをそれぞれ
ダブルクリックすることでルーティングし
ます。

5.Matrix Mixer画面(51ページ)で、DAWか
らの入力をLINE 1/2出力バスとLINE 3/4
出力バスへと、対象のグリッドをそれぞれ
ダブルクリックすることでルーティングし
ます。

NOTE
DAWからの入力は、Matrix Mixer画面下部のスクロー
ルバーを右方向へ操作して表示します。

設定画面(Output Routing)での
設定
6.Output Routing (58ページ)で、LINE 1/2

出力バスの出力先を、モニタースピーカー
が接続してある端子に設定します。

注記

機器の接続をするときは、本体や外部機器の故障や
ノイズを防ぐために、次の内容にご注意ください。
• MIC/LINE/HI-Z [1]/[2]端子や、MIC/LINE [3]/
[4]端子にファンタム電源非対応の機器を接続すると
きは、ファンタム電源をオフにします(26ページ)。

• ファンタム電源をオンにしたまま、MIC/LINE/HI-
Z [1]/[2]端子や、MIC/LINE [3]/[4]端子でケー
ブルの抜き差しをしない。ファンタム電源をオフに
したとき、[+48V]インジケーターが数秒間点滅し
ます。点滅が終わってからケーブルの抜き差しをし
ます。

• ファンタム電源は、AXR4本体前面の[MUTE]キー
をオンにした状態でオン/オフします。

• ルーティングは、AXR4本体前面の[MUTE]キーを
オンにした状態で設定します。
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ソフトウェア
DAW上での設定
7. DAWからAXR4への出力を設定します。

Mixer画面での設定
8.MIC 1のチャンネルの設定(ゲイン、ファン

タム電源、ハイパスフィルター、エフェク
ト等)をします。

9. LINE 1/2出力のヘッドホン1をオンにしま
す。

10. MIC 1のチャンネルとDAWからのチャン
ネルのミックスバス(センド先)を、LINE 
1/2に設定します。

11. MIC 1のチャンネルのフェーダーと、
DAWからのチャンネルのフェーダー、
LINE 1/2出力のフェーダー、ヘッドホン
1のノブを操作し、エンジニア用のミッ
クスバランスをつくります。
NOTE
dspMixFx AXRはミックスバス(センド先)の選択
を基準に、入力チャンネルの表示を切り替えます。
選択中のミックスバス(センド先)が目的のものか
確認してから、入力チャンネルの操作をします。

12. LINE 3/4出力のヘッドホン2をオンにし
ます。

13. MIC 1のチャンネルとDAWからのチャン
ネルのミックスバス(センド先)を、LINE 
3/4に設定します。

14. MIC 1のチャンネルのフェーダーと、
DAWからのチャンネルのフェーダー、
LINE 3/4出力のフェーダー、ヘッドホン
2のノブを操作し、エンジニア用のミッ
クスバランスをつくります。

TIPS
ボーカリストから個々のパートの音量につ
いての要望があった場合は、DAW側に戻っ
て調整します。DAWによっては、元のミッ
クスとは別系統でボーカル専用のモニター
ミックスを設定できる機能を備えている場
合があります。
Cubaseの場合は、スタジオ機能、オーディ
オコネクション、Mix Consoleを組み合わ
せることで可能です。詳しくはCubaseのオ
ペレーションマニュアルをご参照ください。
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AXR4Tをスタックする
AXR4Tは、Thunderboltケーブルを使ったデ
イジーチェーン接続で、最大3台までスタッ
クして使えます。複数台接続時には、STACK 
IDで、個々のAXR4Tを判別します。
スタックされたAXR4Tは、同期する必要があ
ります。WCLK、 ADAT、 S/PDIF 、AES/
EBUのいずれかから、外部クロックを入力し
てください。

接続例
NOTE
• デイジーチェーン接続をする場合、AXR4T間を接続
するために、別途Thunderbolt 2規格の認証ケーブル
が必要です。

• 複数台のAXR4Tのオーディオ信号の同期をとるため
に、例では外部のワードクロックジェネレーターを接
続しています。

• コンピューターが複数のThunderbolt端子を備えてい
る場合でも、コンピューターに直接接続するAXR4T
は1台とし、複数のAXR4Tを並列で接続しないでくだ
さい。

• STACK IDはSYSTEM SETUP画面(19ページ)で設定
します。

接続方法
1. すべてのAXR4T本体フロントパネルの

[P/I](スタンバイ/オン)スイッチをスタン
バイ([P]側)にします。

2. AXR4T間とコンピューター間を
Thunderbolt 2規格の認証ケーブルと
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2アダプタ
で接続します。
NOTE
Thunderbolt 2端子を備えているMacには、
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2アダプタは必要あ
りません。

3. AXR4Tの間をThunderbolt 2規格の認証
ケーブルで接続します。

4. AXR4Tの電源をオン(I)にします。

5. コンピューターの電源を入れます。

dspMixFx AXR上での設定方法
スタック接続時、システム全体では、最大3
台のAXR4Tを認識します。実際の操作におい
ては、dspMixFx AXR上で操作対象の機器を
選択します。
操作対象の機器はMixer画面、メニューバー
上の「Device」で選択します(48ページ)。

AXR4Tスタック接続時のモニタリング
2台目以降のAXR4Tから入力した信号を、
1台目のAXR4Tにつないだヘッドホンやモニ
タースピーカーから、レイテンシーなしでモ
ニタリングするには、Thunderbolt接続以外
に、モニタリング用のための独立した接続が
必要です。
ここでは、2台のAXR4TをADATで接続する
状況を例に説明します。

1. コンピューターの電源がオフになっている
こと、AXR4T本体の[P/I](スタンバイ/オ
ン)スイッチがスタンバイ([P]側)になって
いることを確認します。

2. 2台目のAXR4TのOPTICAL A [OUT]端子
(7ページ)から、1台目のAXR4Tの
OPTICAL A [IN]端子へとADATケーブルを
接続します。

3. すべてのAXR4Tの電源をオン(I)にします。

4. コンピューターを起動します。

ワードクロックジェネレーター

コンピューター

Thunderbolt
ケーブル

Thunderbolt 3 - 
Thunderbolt 2

アダプタ
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5. dspMixFx AXRにおいて、すべての
AXR4TのDigital Port Aを「ADAT」に設
定します(57ページ)。

6. dspMixFx AXRにおいて、2台目のAXR4T
でモニターしたい信号をOPTICAL A端子
に設定します(57ページ）。
AXR4 オペレーションマニュアル 62



ソフトウェア
Cubase上でAXR4を設
定する(AXR Extension)

画面構成
AXR Extensionは、Cubase上の専用画面か
ら、コンピューターに接続されたAXR4本体
を操作できます。画面には、ハードウェア入
出力の設定をする「Cubase専用画面」と、
全般的な設定をする「ハードウェアセット
アップ」があります。

Cubase専用画面

Cubase専用画面の開き方
NOTE
Cubase専用画面の表示条件は以下のとおりです。
• AXR Extensionのインストールが正しく行なわれてい
る。

• AXR Extensionに対応したバージョン、グレードの
Cubaseを使用している。

• Cubaseプロジェクト上のオーディオトラックが、
モノラルバスかステレオバスを使用している。

• Cubaseのプロジェクト上のオーディオトラックがス
テレオバスを使用している場合は、奇数チャンネルと
偶数チャンネルでペアが組まれている。

1. Cubaseのプロジェクト上において、表示
条件を満たすオーディオトラックを作成し
ます。

2.作成したオーディオトラックをクリックし
て、選択状態にします。

3. Cubaseのプロジェクトウインドウ左側の
インスペクターに表示されているAXR4の
タブラベルをクリックし、Cubase専用画
面を開きます。

Cubase専用画面にはパラメーターエディッ
トとシグナルフロー表示の二つの役割があり
ます。

パラメーターエディット機能
パラメーターエディット機能では、Cubase
プロジェクトにおいて選択状態にあるオー
ディオトラックから接続されているAXR4本
体のハードウェアインプット/ヘッドホンのア
サインを、操作します。

1ヘッダーエリア(64ページ)

2ハードウェア入力設定エリア(64ページ)

3エフェクト設定エリア(65ページ)

4アウトプットエリア(65ページ)

2

1

3

4
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ヘッダーエリア

1インスペクタータブラベル
操作対象のモデル名を表示します。

2ハードウェアセットアップボタン
Cubaseのスタジオ設定ダイアログを開き
ます

3インスペクタータブボタン
dspMixFx AXRを開きます

ハードウェア入力設定エリア
ハードウェア入力設定エリアでは、AXR4の
インプットに関連するパラメーターを設定し
ます。

1ポートネーム
ポートの名称を表示します。

2+48Vボタン
ファンタム電源のオン/オフを切り替えま
す。

3PADボタン
PADのオン/オフを切り替えます。
NOTE
PADをオンにした場合の減衰量は20(dB)です。

4HI-Zボタン
HI-Zのオン/オフを切り替えます。

5ゲインスライダー
ゲイン量を設定します。

6ゲイン量
ゲイン量を表示します。

7インプットメーター
入力レベルを表示します。
NOTE
インプットメーターの右側は、クリップ時に赤く表
示されます。クリックすることで、表示を解除しま
す。

8HPFボタン
ハイパスフィルターのオン/オフを切り替
えます。

9φボタン(ステレオの場合はL、R表示)
位相反転のオン/オフを切り替えます。

)SILKコントローラー
Silkの設定をします。

1 2 3

1
2

5

7

8

)

4

9

6

3

1 SILK On/Off
ボタン

Silkのオン/オフを設
定

2 SILK Type
ボタン

Silkのタイプ(BLUE/
RED)を設定

3 SILK Texture
スライダー

Silkのかかり具合を
マウス操作で設定

4 SILK Texture
テキスト

Silkのかかり具合を
キーボード入力で設
定

1 2 43
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エフェクト設定エリア
エフェクト設定エリアでは、AXR4のイン
プット/アウトプットポートのエフェクトに関
連するパラメーターを操作します。

1プリ/ポスト切り替えボタン
エフェクトのインサート位置を選択します。

2 InsFxコントローラー
インサートエフェクトに関連するパラメー
ターを操作します。

3Reverb Sendスライダー
Reverbへのセンド量を設定します。

4Reverbコントローラー
Reverbを設定します。

アウトプットエリア
アウトプット設定エリアでは、ハードウェア
アウトプットに関連するパラメーターを操作
します。

1ネームラベル
ハードウェアアウトプットの名称を表示し
ます。

2アウトプットメーター
ハードウェアアウトプットと接続された
ハードウェアミックスバスのメーターを表
示します。

3ヘッドホンパッチボタン1/2
ハードウェアアウトプットと接続された
ハードウェアミックスバスとヘッドホンを
パッチングします。

シグナルフロー機能

1DAWシグナルガイドインジケーター
シグナルフロー中におけるインプットバス
の位置を表示します。

NOTE
エフェクトのかけ録りをするときは、「プリ/ポスト切り
替えボタン」をプリに設定します。

1 Effect
ネームエリア

設定中のエフェクトの
名称を表示

2 Effect 
Bypassボタン

エフェクトのバイパス
を設定

3 Effect Edit
ボタン

エフェクトの編集画面
を表示

4 Effect Type
ボタン

エフェクトタイプを選
択するリストを表示

1 Reverb
ネームエリア

選択したREV-Xタイプ
を表示

2 Reverb Edit
ボタン

リバーブの編集画面を
表示

3 Reverb Type
ボタン

リバーブタイプを選択
するリストを表示

3

4

1

2

123 4

12 3

3

2

1

1

1

プリ ポスト
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ハードウェアセットアップ
ハードウェアセットアップは、Cubaseのス
タジオ設定ダイアログ上に表示されます。情
報表示、ハードウェア全体の設定やCubase
との連係機能に関わる設定をします。

スタジオ設定の開き方
Cubase画面上部「スタジオ」→「スタジオ
設定」
または、「Cubase専用画面」の「ヘッダーエ
リア」→「ハードウェアセットアップボタン」

ハードウェアセットアップにはインフォメー
ションエリアとパラメーター設定エリア、
DAW連動機能設定エリアの三つのエリアがあ
ります。

インフォメーションエリア

model
機器の名称を表示します。

パラメーター設定エリア
パラメーター設定エリアでは、AXR4本体に
関する設定をします。

HPF
HPFのカットオフ周波数を選択します。

DAW連動機能設定エリア

Scene
AXR4のシーンが保存されているCubaseのプ
ロジェクトファイルを読み込む際に、シーン
情報をAXR4本体側に自動で反映します。

チャンネルリンク
バスの構成に応じて自動的にステレオリンク
を設定します。

注記

入力ゲイン、+48Vファンタム電源のオン/オフ、
PADのオン/オフ、HI-Zのオン/オフのシーン情報は
反映されません。
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Plug-ins

Equalizer 601

Equalizer 601は、ヤマハ独自のモデリング技術であるVCM (Virtual Circuitry Modeling)に基づ
いたデジタル信号処理(VCMエフェクト)で、70年代に使用されたアナログイコライザーの歪み特
性をエミュレートします。音楽的なドライブ感や飽和感が得られます。
このプラグインは、オーディオトラックのチャンネル構成に応じてモノラルまたはステレオモー
ドで動作します。
Equalizer 601は、6バンドのパラメトリックイコライザーです。2つのシェルビングフィルター
(低域と高域)と4つのピークフィルター (1～4の中域)で構成されています。 

CubaseシリーズでEqualizer 
601を使う場合
• DSPエフェクトのEqualizer 601とプラグイ
ン版のEqualizer 601の設定をプリセットで
共有できます。

• VSTプラグイン版のEqualizer 601を使う場
合は、「EQ」のカテゴリーから選択します
(初期設定の場合)。

• DSPエフェクトのEqualizer 601を使うに
は、プリに設定にする必要があります。

○: DSPエフェクト有効、×: DSPエフェクト無効

画面の開き方

dspMixFx AXRから
「Mixer画面」→「FX Editボタン」(40ページ)

Cubaseシリーズ専用画面から
「エフェクト設定エリア」→「InsFxコント
ローラー」→「Effect Editボタン」(65ペー
ジ)

1

2 43

モニター 録音

プ
リ

ポ
ス
ト

プ
リ

ポ
ス
ト

ダイレクト
モニタリング

オン
○

○
○ ×

オフ ×
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全体的な設定
プラグインパネルの左側に、グローバルパラ
メーターがあります。
使用可能なパラメーターは以下のとおりです。

1DRIVE/CLEAN
イコライザーのタイプを切り替えます。
DRIVEイコライザーでは、ディストーショ
ンが加えられ、アナログサウンドの印象が
強まります。CLEANイコライザーでは、
ディストーションがかかっていない、デジ
タルオーディオ処理特有のクリアーなサウ
ンドになります。

2 INPUT
入力レベルを調整します。

3ピークメーター
プラグインの出力レベルが表示されます。
モノラルモードでは、ピークメーターが1
つだけ表示されます。

4OUTPUT
出力ゲインを調整します。

EQの設定
プラグインパネルの右側では、EQを設定しま
す。

使用可能なパラメーターは以下のとおりです。

1Q
低域フィルターと高域フィルターの場合、
「Q」パラメーターでフィルタータイプを設
定します。低域では、2つのハイパスフィ
ルターと2つのローシェルビングフィル
ターが提供されます。高域では、2つの
ローパスフィルターと2つのハイシェルビ

ングフィルターが提供されます。中域フィ
ルターの場合、「Q」パラメーターで周波数
レスポンスカーブの幅を設定します。

2F
各帯域のフィルターの中心周波数をコント
ロールします。

3G
各帯域のフィルターのゲインをコントロー
ルします。

4フィルターのオン/オフ
一番下のボタンでは、対応する帯域のフィ
ルターのオン/オフを切り替えます。

5FLAT
FLATボタンをオンにすると、パラメー
ターの値は次のように設定されます。
• 各周波数帯域のゲインを0 dBに
• 低域フィルターをローシェルビングフィ
ルターに

• 高域フィルターをハイシェルビングフィ
ルターに

プラグインパネルの上側のセクションには、
すべての帯域の周波数レスポンスカーブが表
示されます。 
• フィルター周波数とゲインを変更するには、
カーブディスプレイをクリックして、カー
ブポイントをドラッグします。

• Qの値を変更するには、[Shift]を押しながら
カーブポイントをクリックして、ドラッグ
します。

• 周波数レスポンスカーブの右にあるズーム
コントロールを使用すると、垂直方向に
ズームインまたはズームアウトできます。

低域 高域中域
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Compressor 276

Compressor 276は、ヤマハ独自のモデリング技術であるVCM (Virtual Circuitry Modeling)に
基づいたデジタル信号処理(VCMエフェクト)で、レコーディングスタジオで定番のエフェクトと
して使用されるアナログコンプレッサーの特性をエミュレートします。サウンドが太くなるので、
ドラムやベースサウンドに適しています。
このプラグインは、オーディオトラックのチャンネル構成に応じてモノラルまたはステレオモー
ドで動作します。

Cubaseシリーズで
Compressor 276を使う場合
• DSPエフェクトのCompressor 276とプラ
グイン版のCompressor 276の設定をプリ
セットで共有できます。

• VSTプラグイン版のCompressor 276 を使
う場合は、「Dynamics」のカテゴリーから
選択します(初期設定の場合)。

• DSPエフェクトのCompressor 276を使う
には、プリに設定にする必要があります。

○: DSPエフェクト有効、×: DSPエフェクト無効

画面の開き方

dspMixFx AXRから
「Mixer画面」→「FX Editボタン」(40ページ)

Cubaseシリーズ専用画面から
「エフェクト設定エリア」→「InsFxコントロー
ラー」→「Effect Editボタン」(65ページ)

使用可能なパラメーターは以下のとおりです。

1 INPUT
入力レベルを調整します。入力レベルが
スレッショルド値を超えると、コンプレッ
サーが効きはじめます。

2OUTPUT
出力ゲインを調整します。

3RATIO
レシオを調整します。2、4、8に設定する
と、ダイナミックレンジが圧縮されます。
12、20に設定すると、リミッターとなり、
ピークを制限できます。

2 6 7 5 )

4 9831
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4ATTACK
Compressor 276がスレッショルドより
もレベルの高い信号に反応するまでの時間
を設定します。ATTACKタイムが長くなる
ほど、処理されずに通過する信号(アタッ
ク)の量が多くなります。

5RELEASE
信号がスレッショルド値のレベルを下回っ
た場合にゲインが元のレベルに戻るまでの
時間を設定します。

6AUTO MAKEUP
オンにすると、全体の出力レベルのばらつ
きが大きくならないように、プラグインに
よって適用される出力ゲインリダクション
の量が自動的に修正されます。

7 INTERNAL SC HPF
オンにすると、低域の圧縮が抑えられ、低
域の出力レベルが上がります。

8VU メーター
信号レベルが表示されます。モノラルモー
ドでは、表示されるVUメーターは1つだけ
です。

8GR/-10/-20
VUメーターの右にあるボタンでは、ある
レベルをメーターの0 VUに割り当てて、
VUメーターのレベルを調整する、または
ゲインリダクションの量を表示できます。

)OFF
VUメーターをオフにします。
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REV-X
REV-Xとは、ヤマハがプロオーディオ機器用
に開発したデジタルリバーブエフェクトです。
AXR4本体には、1基のREV-Xが搭載されて
います。本体に入力する信号を、REV-Xに送
ることができます。REV-Xは、モニター信号
だけにかけることができます。REV-Xには、
Hall、Room、Plateの3つのタイプがありま
す。本体に搭載されているDSPエフェクトの
REV-Xと、プラグイン版のREV-Xは、同じ機
能です。ただし、画面下部にある[OUTPUT]
と[MIX]は、VSTプラグイン版だけにありま
す。

CubaseシリーズでREV-Xを使う
場合
• DSPエフェクトのREV-Xとプラグイン版の
REV-Xの設定をプリセットで共有できます。

• プラグイン版のREV-Xは、「Reverb」のカ
テゴリーから選択します(初期設定の場合)。

• DSPエフェクトのREV-Xをモニターするに
は、[ダイレクトモニタリング]をオンにする
必要があります。ただし、Cubaseでは
REV-Xの掛け録りはできません。

○: DSPエフェクト有効、×: DSPエフェクト無効

画面例

画面の開き方

dspMixFx AXRから
「Mixer画面」→「Reverb Editボタン」(44
ページ)

Cubaseシリーズ専用画面から
「エフェクト設定エリア」→「Reverbコントロー
ラー」→「Reverb Editボタン」(65ページ)

REV-X画面

ここでは、Hallタイプを例に説明します。

1Reverb Time
残響の長さを調節します。
Room Sizeと連動します。REV-Xタイプ
によって調節範囲が異なります。

REV-Xタイプ範囲

2 Initial Delay
残響がかかり始めるまでの時間を調節しま
す。
範囲：0.1 msec ～ 200.0 msec

モニター 録音

ダイレクト
モニタリング

オン ○
×

オフ ×

Hall 0.103 sec ～ 31.0 sec

Room 0.152 sec ～ 45.3 sec

Plate 0.176 sec ～ 52.0 sec

1 – )

@ #
$
%

!
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ソフトウェア
3Decay
残響が鳴り始めてから消えるまでの特性を
調節します。
範囲：0 ～ 63

4Room Size
残響の空間の広さを調節します。
Reverb Timeと連動します。
範囲：0 ～ 31

5Diffusion
残響の密度や広がりを調節します。
範囲：0 ～ 10

6HPF
残響の低音域が減衰する周波数を調節しま
す。
範囲：20 Hz ～ 8.0 kHz

7LPF
残響の高音域が減衰する周波数を調節しま
す。
範囲：1.0 kHz ～ 20.0 kHz

8Hi Ratio
残響の高音域の長さを、Reverb Timeとの
比率で調節します。
値が1.0のとき、Reverb Timeと同じ長さ
になります。値を小さくするほど、残響の
高音域が短くなります。
範囲：0.1 ～ 1.0

9Low Ratio
残響の低音域の長さを、Reverb Timeとの
比率で調節します。
値が1.0のとき、Reverb Timeと同じ長さ
になります。値を小さくするほど、残響の
低音域が短くなります。
範囲：0.1 ～ 1.4

)Low Freq
Low Ratioの周波数を調節します。
範囲：22.0 Hz ～ 18.0 kHz

!OPEN/CLOSE
残響を調節する画面を開いたり、閉じたり
します。

@グラフ
残響の特性を表示するグラフです。縦軸が
信号レベル、横軸が時間、斜め軸が周波数
を表わしています。グラフの中のハンドル
をマウスでドラッグすると、残響の特性を
調節できます。

#時間軸設定
グラフの時間(横軸)の表示範囲を切り替え
ます。
表示範囲：500 msec ～ 50 sec

$ズームアウト
グラフの時間軸(横軸)の表示をズームアウ
トします。

%ズームイン
グラフの時間軸(横軸)の表示をズームイン
します。

ソフトウェアの操作
• 各ソフトウェアの一部のノブやスライダー /
フェーダーは、<Ctrl>キーを押しながら左ク
リック(Windows)または<command>キー
を押しながらクリック(Mac)すると、初期値
に戻すことができます。

• 各ソフトウェアの一部のノブやスライダー /
フェーダーは、<shift>キーを押しながらド
ラッグすると、値を細かく増減できます。
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ソフトウェア
Sweet Spot Morphing 
Channel Strip
Sweet Spot Morphing Channel Strip 
(Channel Strip)とは、コンプレッサーとイコ
ライザーを組み合わせたプロセッサーです。
プロフェッショナルエンジニアのノウハウが
凝縮されたセッティングがあらかじめ用意さ
れています。
本体には、Channel Stripは、モニター信号
だけにかけるか、モニター信号と録音信号の
両方にかけるかを選択できます。
本体に搭載されているDSPエフェクトの
Channel Stripと、プラグイン版のChannel 
Stripは、同じ機能です。

CubaseシリーズでChannel 
Stripを使う場合
• DSPエフェクトのChannel Stripとプラグイ
ン版のChannel Stripの設定をプリセットで
共有できます。

• VSTプラグイン版のChannel Strip を使う
場合は、「Dynamics」のカテゴリーから選
択します(初期設定の場合)。

• DSPエフェクトのChannel Stripを使うに
は、プリに設定にする必要があります。

○: DSPエフェクト有効、×: DSPエフェクト無効

画面例

画面の開き方

dspMixFx AXRから
「Mixer画面」→「FX Editボタン」(40ページ)

Cubaseシリーズ専用画面から
「エフェクト設定エリア」→「InsFxコントロー
ラー」→「Effect Editボタン」(65ページ)

コンプレッサーとイコライザー共通
画面

1モーフ
Sweet Spot Dataのパラメーターを調節し
ます。
このノブを回すと、ノブのまわりの5つの
点それぞれに保存されたコンプレッサーと
イコライザーの設定(Sweet Spot Data)
を、同時に動かすことができます。2点の
中間にノブを合わせた場合、コンプレッ
サーとイコライザーの設定は、2点の中間
の設定になります。

2Sweet Spot Data
Sweet Spot Dataを選択します。

3TOTAL GAIN
Channel Strip全体のゲインを調節します。
範囲：-18.0 dB ～ +18.0 dB

4レベルメーター
Channel Stripの出力レベルを表示します。

モニター 録音

プ
リ

ポ
ス
ト

プ
リ

ポ
ス
ト

ダイレクト
モニタリング

オン
○

○
○ ×

オフ ×

1 2 43
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ソフトウェア
コンプレッサー

1ATTACK
コンプレッサーのアタックタイムを調節し
ます。
範囲：0.092 msec ～ 80.00 msec

2RELEASE
コンプレッサーのリリースタイムを調節し
ます。
範囲：9.3 msec ～ 999.0 msec

3RATIO
コンプレッサーのレシオを調節します。
範囲：1.00 ～ ∞

4KNEE
コンプレッサーのニーのタイプを選択しま
す。

5SIDE CHAIN Q
サイドチェーンフィルターのQを調節しま
す。
範囲：0.50 ～ 16.00

6SIDE CHAIN F
サイドチェーンフィルターの中心周波数を
調節します。
範囲：20.0 Hz ～ 20.0 kHz

7SIDE CHAIN G
サイドチェーンフィルターのゲインを調節
します。
範囲：-18.0 dB ～ +18.0 dB

8COMPRESSORオン/オフ
コンプレッサーをオン(点灯)/オフ(消灯)し
ます。

9コンプレッサーカーブ
コンプレッサーの特性を表示するグラフで
す。
縦軸は出力信号レベル、横軸は入力信号レ
ベルです。

)ゲインリダクションメーター
コンプレッサーのゲインリダクション量を
表示します。

!DRIVE
コンプレッサーのかかり具合を調節しま
す。
値を大きくするほど、かかり具合が強くな
ります。
範囲：0.00 ～ 10.00

イコライザー

1イコライザーカーブ
3バンドイコライザーの特性を表示するグ
ラフです。
縦軸はゲインの増減量、横軸は周波数で
す。グラフの中のハンドルをマウスでド
ラッグすると、LOW、MID、HIGHを調節
できます。

ニータイプ 説明

SOFT 自然に音量が変化します。

MEDIUM SOFTとHARDの中間です。

HARD はっきりと音量が変化します。

1

3
2 )

4

5

7
6

8

9

!

1

9

8
72

3
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ソフトウェア
2LOW F
ローバンドの中心周波数を調節します。
範囲：20.0 Hz ～ 1.00 kHz

3LOW G
ローバンドのゲインを調節します。
範囲：-18.0 dB ～ +18.0 dB

4MID Q
ミドルバンドのQを調節します。
範囲：0.50 ～ 16.00

5MID F
ミドルバンドの中心周波数を調節します。
範囲：20.0 Hz ～ 20.0 kHz

6MID G
ミドルバンドのゲインを調節します。
範囲：-18.0 dB ～ +18.0 dB

7HIGH F
ハイバンドの中心周波数を調節します。
範囲：500.0 Hz ～ 20.0 kHz

8HIGH G
ハイバンドのゲインを調節します。
範囲：-18.0 dB ～ +18.0 dB

9EQUALIZERオン/オフ
イコライザーをオン(点灯)/オフ(消灯)しま
す。
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動作対応表
動作対応表
サンプリング周波数ごとのオーディオ入出力チャンネル数 

AXR4T/AXR4U (USB 3.0)
INPUT 

OUTPUT 

AXR4U (USB 2.0)
INPUT 

OUTPUT 

MIC LINE
DIGITAL (A) DIGITAL (B)

ADAT S/PDIF ADAT S/PDIF AES/EBU
44.1/48kHz 4 8 8 2 8 2 8

88.2/96kHz 4 8 4 2 4 2 8

176.4/192kHz 4 8 2 2 2 2 8

352.8/384kHz 4 8 0 0 0 0 0

LINE
DIGITAL (A) DIGITAL (B)

ADAT S/PDIF ADAT S/PDIF AES/EBU
44.1/48kHz 8 8 2 8 2 8

88.2/96kHz 8 4 2 4 2 8

176.4/192kHz 8 2 2 2 2 8

352.8/384kHz 8 0 0 0 0 0

MIC LINE
DIGITAL (A) DIGITAL (B)

ADAT S/PDIF ADAT S/PDIF AES/EBU
44.1/48kHz 4 8 8 2 8 2 8

88.2/96kHz 4 8 4 2 4 2 8

176.4/192kHz 4 8 2 2 0 0 0

352.8/384kHz 4 4 0 0 0 0 0

LINE
DIGITAL (A) DIGITAL (B)

ADAT S/PDIF ADAT S/PDIF AES/EBU
44.1/48kHz 8 8 2 8 2 8

88.2/96kHz 8 4 2 4 2 8

176.4/192kHz 8 2 2 0 0 0

352.8/384kHz 8 0 0 0 0 0
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動作対応表
サンプリング周波数ごとの各DSPエフェクトのリソース制限 

CubaseシリーズでDSPエフェクトを使う場合の制限 

○: DSPエフェクト有効、×: DSPエフェクト無効

VCM
Channel Strip

REV-X
Mono Stereo

44.1kHz～96kHz 4 16 8 1

176.4/192kHz 2 8 4 1

352.8/384kHz 0 ０ 0 0

モニター 録音

VCM Channel 
Strip REV-X VCM Channel 

Strip REV-X

プ
リ

ポ
ス
ト

プ
リ

ポ
ス
ト

プ
リ

ポ
ス
ト

プ
リ

ポ
ス
ト

プ
リ

ポ
ス
ト

プ
リ

ポ
ス
ト

ダイレクト
モニタリング

オン
○

○
○

○ ○
○ × ○ × ×

オフ × × ×
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困ったときは
困ったときは

■ エラーメッセージが表示された場合
• エラーメッセージ一覧をご参照ください(83
ページ)。

■ 音が出ない、音が小さい

AXR4本体の設定、外部機器との接続
• 外部機器との接続ケーブルは断線していま
せんか？

• 外部機器からの信号は入力されています
か？

• 音源や再生機器の音量設定は上がっていま
すか？

• ゲインは適切なレベルに設定されています
か？

• コンデンサーマイクを接続するとき、ファ
ンタム電源がオンになっていますか？

• エレクトリックギターなどを直接接続する
場合、HI-Z対応の入力端子に接続し、HI-Z
のスイッチがONになっていますか？

• 各チャンネルのミュートはオフになってい
ますか？

• 各チャンネルのフェーダー /レベルは上がっ
ていますか？

• PHONES端子の出力レベルや出力信号の設
定、またはMAIN OUTの設定は適切です
か？

• スピーカーやヘッドホンなどは正しく接続
されていますか？

• アンプなどの外部機器の電源は入っていま
すか？

• モニタースピーカーなどの音量バランスは
適切ですか？

• ワードクロックの設定はAXR4本体と外部
機器の双方で同じになっていますか？

コンピューターの設定
• アプリケーションの音量設定は上がってい
ますか？

• ドライバー の設定は適切ですか？

■ 音が歪む

AXR4本体の設定、外部機器との接続
• オーディオデータは適切なレベルで録音さ
れていますか？

• ゲインは適切なレベルに設定されています
か？

• レベルの高い信号を入力している場合、
PADがオンになっていますか？

• コンプレッサーの[DRIVE]コントロールを極
端に上げていませんか?

• イコライザーのゲインコントロールを極端
に上げていませんか？

• 入出力チャンネルのフェーダー /レベルを上
げ過ぎていませんか？

• ワードクロックの設定はAXR4本体と外部
機器の双方で正しいですか？

コンピューターの設定
• オーディオデータは適切なレベルで録音さ
れていますか？

■ ノイズが発生する

AXR4本体の設定、外部機器との接続
• AXR4本体のMAIN OUT VOLUMEの設定
が小さすぎませんか？
モニタースピーカー (パワードスピーカー )
のボリュームを最小にしたあと、MAIN 
OUT VOLUMEを大きくします。それから
モニタースピーカーのボリュームを調整し
てください。

• 外部機器との接続ケーブルの近くにイン
バーターなどのノイズ発生源がありません
か？
ノイズ発生源からケーブルを離してくださ
い。

• 外部機器との接続ケーブルは断線していま
せんか？

• ワードクロックの設定はAXR4本体と外部
機器の双方で同じになっていますか？
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困ったときは
• (AXR4Uの場合)USBモードは適切ですか？
お使いのコンピューターに搭載されている
USBホストコントローラーによっては、
SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1)モードでの
ご使用時に音切れが発生することがありま
す。そのような場合には、Yamaha 
Steinberg USB Driverのコントロールパネ
ルでUSBモードをHigh-Speed (USB 2.0)
に変更してみてください(33ページ)。

コンピューターとの接続
• ケーブルが破損していませんか？
• ケーブルの近くにインバーターなどのノイ
ズ発生源がありませんか？
ノイズ発生源からケーブルを離してくださ
い。

• 使用している機器数は適切ですか？
コンピューターの性能によっては、機器が
多いとノイズの原因になります。

コンピューターの設定
• お使いのコンピューターは動作環境を満た
していますか？

• ドライバーのバッファーサイズの設定は適
切ですか？

• サンプリング周波数は適切ですか？
コンピューターの性能によっては、サンプ
リング周波数が高いとノイズの原因となり
ます。

• コンピューターで使用している内蔵ハード
ディスクの速度が遅いと録音/再生に問題が
発生する原因となります。

• コンピューターのメモリを増やしてみてく
ださい。

• バックグラウンドで動作しているアプリ
ケーションがありませんか? 
ドライバーの動作が安定せず、ノイズが発
生する原因となることがあります。同時に
起動しているアプリケーションがあれば、
それを終了してください。

• (Macの場合)ドライバーのコントロールパネ
ルに「Audio format is Unmixable」と表
示されていませんか？
アプリケーションを終了してから、コント
ロールパネル上の[Revert to Mixable]ボタ
ンを押してください。

■ コンピューターの処理が重い
■ コンピューターのCPUメーター /アク
ティビティーモニターに表示される負
荷が大きい

■ 演奏がもたつく
■ 録音/再生できるトラック数が少ない

コンピューターとの接続
• 使用している機器数は適切ですか？
コンピューターと接続している機器を減ら
してみてください。

コンピューターの設定
• お使いのコンピューターは動作環境を満た
していますか？
ドライバーのバッファーサイズの値を大き
くしてみてください。

AXR4本体の設定、外部機器との接続
• (AXR4Uの場合)USBモードは適切ですか？
SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1)と比べて、
High-Speed (USB 2.0)は通信帯域幅が狭く
なるため、サンプリング周波数が176.4kHz
以上のときに使用できるチャンネル数が少
なくなります。コンピュータのUSB 2.0
ポートを使用した場合や、USB 2.0のケー
ブルを使用した場合も同様です(76ページ)。

■ オーディオ再生のピッチがおかしい

本体の設定、外部機器との接続
• ワードクロックマスターになっている機器
が安定した動作をしていますか？

■ DAWソフトウェアなどからコン
ピューターに接続した機器が見えない

コンピューターとの接続
• AXR4Tが4台以上接続されていませんか？
接続台数を3台以下に減らしてください。

• (AXR4Tの場合)STACK IDが重複していませ
んか？
STACK IDを重複しないように変更してくだ
さい。

• ケーブルが正しく接続され、本体の電源が
入っていますか？
一度ケーブルを抜いて、再度挿入してみて
ください。
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困ったときは
• コンピューターにAXR4以外の
Thunderbolt機器やUSB機器を接続してい
る場合は、1台のAXR4のみをコンピュー
ターに接続してみてください。

• コンピューターが複数のThunderbolt端子
やUSB端子を備えている場合でも、コン
ピューターに直接接続するAXR4は1台とし
てください。複数のAXR4を並列で接続し
ないでください。

コンピューターの設定
• AXR4本体ファームウェアのバージョンと
互換性のあるバージョンのTOOLS for 
AXR4がインストールされていることを確
認してください。
互換性のあるファームウェアとTOOLS for 
AXR4の組み合わせは、下記ウェブサイト
に用意されている「互換表」をご覧くださ
い。
https://japan.steinberg.net/

• (Macの場合) Cubaseで「Yamaha 
Steinberg Thunderbolt (High 
Precision）」や「Steinberg AXR4 (High 
Precision）」を使用していませんか？
Cubaseが排他的にドライバーを使用するの
で、他のアプリケーションで使用できませ
ん。「Steinberg AXR4 2TR」は、他のアプ
リケーションで使用できます。

• コンピューターを再起動してみてください。

■ MIDIデータ/プログラムチェンジが送
受信されない

対応機器、外部機器、コンピューターの
設定
• アプリケーション(DAWソフトウェアなど)
側で、適切なMIDIポートを選択しています
か？

• 送受信先の機器やアプリケーション(DAWソ
フトウェアなど)の送信側と受信側のチャン
ネルは一致していますか？

• 送受信先の機器のMIDI設定は適切ですか？
• 送受信先の機器の電源は入っていますか？

■ Cubase連携機能が動作しない

コンピューターとの接続
• AXR4本体とコンピューターを適切なケー
ブルで接続していますか？

コンピューターの設定
• TOOLS for AXR4をインストールしました
か？

• AXR4との連携機能に対応したバージョン、
グレードのCubaseをお使いですか?
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技術仕様
技術仕様 

MIC/LINE INPUT 1-4 (バランス)
周波数特性 +0.1/-0.1dB, 10Hz to 22kHz @48kHz

+0.1/-0.2dB, 10Hz to 44kHz @96kHz
+0.1/-0.5dB, 10Hz to 88kHz @192kHz
+0.1/-3dB, 10Hz to 100kHz @384kHz

ダイナミックレンジ 119dB, A-Weighted

全高調波歪率 0.0004%, 1kHz, 22Hz/20kHz BPF

最大入力レベル +24dBu

入力インピーダンス 3.3k Ohm

Gain範囲 +15dB ‒ +68dB

パッド -20dB

HI-Z INPUT 1, 2 (アンバランス)
最大入力レベル +10dBV

入力インピーダンス 1M Ohm

Gain範囲 +15dB ‒ +68dB

パッド -20dB

LINE INPUT 5-12 (バランス)
周波数特性 +0.1/-0.1dB, 10Hz to 22kHz @48kHz

+0.1/-0.2dB, 10Hz to 44kHz @96kHz
+0.1/-0.5dB, 10Hz to 88kHz @192kHz
+0.1/-3dB, 10Hz to 130kHz @384kHz

ダイナミックレンジ 119dB, A-Weighted

全高調波歪率 0.0006%, 1kHz, 22Hz/20kHz BPF

最大入力レベル +24dBu

入力インピーダンス 20k Ohm

入力レベル切替 +4dBu (20dB Headroom), +4dBu (14dB Headroom), -10dBV 
Selectable

LINE OUTPUT 1-8 (バランス)
周波数特性 +0.1/-0.1dB, 10Hz to 21kHz @48kHz

+0.1/-0.3dB, 10Hz to 43kHz @96kHz
+0.1/-1dB, 10Hz to 83kHz @192kHz
+0.1/-3dB, 10Hz to 120kHz @384kHz

ダイナミックレンジ 117dB, A-Weighted

全高調波歪率 0.0006%, 1kHz, 22Hz/22kHz BPF

最大出力レベル +18dBu

出力インピーダンス 75 Ohm
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技術仕様
本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、Steinbergウェブサイトからダウンロードで
きます。

[AES/EBU] Connector 

Digital A I/O Interface
ADAT ADAT, Optical, 24-bit

S/PDIF IEC-60958, Optical, 24-bit

Digital B I/O Interface
ADAT ADAT, Optical, 24-bit

S/PDIF IEC-60958, Optical, 24-bit

AES/EBU AES/EBU Professional use, RS422, 24-bit

PHONES 1, 2
最大出力レベル 75mW+75mW, 40 Ohm

Thunderbolt (AXR4Tのみ)
仕様 Thunderbolt 2, 32-bit, 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/

192kHz/352.8kHz/384kHz

USB (AXR4Uのみ)
仕様 USB 3.0, 32-bit, 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/

192kHz/352.8kHz/384kHz

MIDI
MIDI IN, OUT DIN 5pin

WORD CLOCK
WORD CLOCK IN, OUT TTL/75 Ohm

XLR INPUT
極性 1: グラウンド, 2: ホット (+), 3: コールド (-)

Signal

Data In Ch Data Out Ch

Open GND1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 7-8

9-10 11-12 13-14 15-16 9-10 11-12 13-14 15-16

Pin
Hot 1 2 3 4 5 6 7 8

9,11
10, 12, 13, 22, 23, 

24, 25Cold 14 15 16 17 18 19 20 21

113

1425
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エラーメッセージ一覧
エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ 表示箇所 原因 対処方法
Too Many Devices ドライバー

(コントロールパネル)
AXR4Tが4台以上接続
された

接続台数を3台以下に減
らす

dspMixFx AXR

Duplicated STACK ID ディスプレイ STACK IDが重複した STACK IDを重複しない
ように変更する

ドライバー
(コントロールパネル)

dspMixFx AXR

Sample Rate 
Mismatch

ドライバー
(コントロールパネル)

複数接続時に各機器の
クロックソースが異な
ることで、ドライバー
が同じサンプリング周
波数を設定できない

各機器のクロックソー
スを同一に設定する

Turn off +48V or HI-Z ディスプレイ ファンタム電源とHI-Z
を同時にオンにしよう
とした

なし
(どちらか一方だけ使う）

dspMixFx AXR

AXR Extension 
(Cubase専用画面)

Insufficient DSP 
Resources

dspMixFx AXR DSPリソースが足りず
エフェクトをインサー
トできない

インサートしているエ
フェクトの数を減らす

AXR Extension 
(Cubase専用画面)

Audio format is 
Unmixable (Macのみ)

ドライバー
(コントロールパネル)

32-bit integerのビット
解像度で動作していた
Cubaseが正常に終了し
なかった

エラーメッセージの横
に表示される[Revert 
to Mixable]ボタンを押
す(Cubase終了の後に
アプリケーションで正
常に録音再生を行なう
ことができない場合)

Firmware version is 
not compatible

ドライバー
（コントロールパネル）

AXR4本体ファーム
ウェアのバージョンと
互換性がない

TOOLS for AXR4と
ファームウェアが互換
性のあるバージョンと
なるように、アップ
デートする

NOTE
互換性のあるファームウェ
アとTOOLS for AXR4の
組み合わせは、下記ウェブ
サイトに用意されている
「互換表」で確認できます。
https://
japan.steinberg.net/

dspMixFx AXR
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エラーメッセージ一覧
DAW application and 
dspMixFx must be 
quit.

ディスプレイ dspMixFx AXRや
Cubaseとつながってい
る状態でUSB MODEを
変更しようとした。

dspMixFx AXRや
Cubaseを終了して、
USB MODEを変更して
ください。

Please quit the 
application using the 
audio device to 
change the USB 
Mode.

ドライバー
(コントロールパネル)

Connection is 
established in 
USB2.0.
The USB port or the 
USB cable might not 
support USB3.0. 
Please check them.

ドライバー
（コントロールパネル）

USB MODEの設定が
SuperSpeedになって
いるにもかかわらず、
High-Speed(USB 2.0)
で通信が確立している。

USB端子やUSBケーブ
ルがUSB 3.0に対応し
ているか確認してくだ
さい。

エラーメッセージ 表示箇所 原因 対処方法
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ブロックダイアグラム
ブロックダイアグラム
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Software License and Copyrights
Software License and Copyrights

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991 

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this 
license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your 
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General 
Public License is intended to guarantee your freedom to share and 
change free software—to make sure the software is free for all its 
users. This General Public License applies to most of the Free 
Software Foundation's software and to any other program whose 
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation 
software is covered by the GNU Library General Public License 
instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not 
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that 
you have the freedom to distribute copies of free software (and 
charge for this service if you wish), that you receive source code or 
can get it if you want it, that you can change the software or use 
pieces of it in new free programs; and that you know you can do 
these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid 
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. 
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the software, or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether 
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you 
have. You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code. And you must show them these terms so they know 
their rights. 

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and 
(2) offer you this license which gives you legal permission to copy, 
distribute and/or modify the software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain 
that everyone understands that there is no warranty for this free 
software. If the software is modified by someone else and passed 
on, we want its recipients to know that what they have is not the 
original, so that any problems introduced by others will not reflect on 
the original authors' reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by software 
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free 
program will individually obtain patent licenses, in effect making the 
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any 
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains 
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed 
under the terms of this General Public License. The “Program”, 
below, refers to any such program or work, and a “work based on the 
Program” means either the Program or any derivative work under 
copyright law: that is to say, a work containing the Program or a 
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated 
into another language. (Hereinafter, translation is included without 
limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as 
“you”. 

Activities other than copying, distribution and modification are not 
covered by this License; they are outside its scope. The act of 
running the Program is not restricted, and the output from the 
Program is covered only if its contents constitute a work based on 
the Program (independent of having been made by running the 
Program). Whether that is true depends on what the Program does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's 
source code as you receive it, in any medium, provided that you 
conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact 
all the notices that refer to this License and to the absence of any 
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this 
License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and 
you may at your option offer warranty protection in exchange for a 
fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion 
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and 
distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices 
stating that you changed the files and the date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in 
whole or in part contains or is derived from the Program or any 
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 
parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively 
when run, you must cause it, when started running for such 
interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
announcement including an appropriate copyright notice and a 
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide 
a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a copy of this 
License. (Exception: if the Program itself is interactive but does 
not normally print such an announcement, your work based on 
the Program is not required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If 
identifiable sections of that work are not derived from the Program, 
and can be reasonably considered independent and separate works 
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works. But when you 
distribute the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of 
this License, whose permissions for other licensees extend to the 
entire whole, and thus to each and every part regardless of who 
wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your 
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise 
the right to control the distribution of derivative or collective works 
based on the Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the 
Program with the Program (or with a work based on the Program) on 
a volume of a storage or distribution medium does not bring the other 
work under the scope of this License. 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, 
under Section 2) in object code or executable form under the terms 
of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the 
following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the 
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used 
for software interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, 
to give any third party, for a charge no more than your cost of 
physically performing source distribution, a complete machine-
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readable copy of the corresponding source code, to be 
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a 
medium customarily used for software interchange; or, 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to 
distribute corresponding source code. (This alternative is 
allowed only for noncommercial distribution and only if you 
received the program in object code or executable form with 
such an offer, in accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for 
making modifications to it. For an executable work, complete source 
code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to control 
compilation and installation of the executable. However, as a special 
exception, the source code distributed need not include anything that 
is normally distributed (in either source or binary form) with the major 
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on 
which the executable runs, unless that component itself 
accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering access 
to copy from a designated place, then offering equivalent access to 
copy the source code from the same place counts as distribution of 
the source code, even though third parties are not compelled to copy 
the source along with the object code. 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program 
except as expressly provided under this License. Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you 
under this License will not have their licenses terminated so long as 
such parties remain in full compliance. 

5. You are not required to accept this License, since you have not 
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or 
distribute the Program or its derivative works. These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by 
modifying or distributing the Program (or any work based on the 
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and 
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the 
Program or works based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the 
Program), the recipient automatically receives a license from the 
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to 
these terms and conditions. You may not impose any further 
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. 
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to 
this License. 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement 
or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do 
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot 
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, then as a consequence 
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by 
all those who receive copies directly or indirectly through you, then 
the only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Program. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under 
any particular circumstance, the balance of the section is intended to 
apply and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of any 
such claims; this section has the sole purpose of protecting the 
integrity of the free software distribution system, which is 
implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed 
through that system in reliance on consistent application of that 
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to 
distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to 
be a consequence of the rest of this License. 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain 
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original 
copyright holder who places the Program under this License may 
add an explicit geographical distribution limitation excluding those 
countries, so that distribution is permitted only in or among countries 
not thus excluded. In such case, this License incorporates the 
limitation as if written in the body of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new 
versions of the General Public License from time to time. Such new 
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ 
in detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the 
Program specifies a version number of this License which applies to 
it and “any later version”, you have the option of following the terms 
and conditions either of that version or of any later version published 
by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a 
version number of this License, you may choose any version ever 
published by the Free Software Foundation. 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free 
programs whose distribution conditions are different, write to the 
author to ask for permission. For software which is copyrighted by 
the Free Software Foundation, write to the Free Software 
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision 
will be guided by the two goals of preserving the free status of all 
derivatives of our free software and of promoting the sharing and 
reuse of software generally. 

NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, 
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN 
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH 
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU 
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR 
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR 
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU 
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF 
THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING 
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING 
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR 
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO 
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH 
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New 
Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it 
free software which everyone can redistribute and change under 
these terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to 
attach them to the start of each source file to most effectively convey 
the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found. 
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one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright © yyyy  name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it 
under the terms of the GNU General Public License as published by 
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at 
your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License 
along with this program; if not, write to the Free Software 
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-
1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper 
mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice like this 
when it starts in an interactive mode: 

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details 
type `show w'. This is free software, and you are welcome to 
redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the 
appropriate parts of the General Public License. Of course, the 
commands you use may be called something other than `show w' 
and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--
whatever suits your program. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or 
your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if 
necessary. Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James 
Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your 
program into proprietary programs. If your program is a subroutine 
library, you may consider it more useful to permit linking proprietary 
applications with the library. If this is what you want to do, use the 
GNU Library General Public License instead of this License.

ソースコード配布について
本製品の最終出荷日から3年間は、製品のソースコードのうちGNU 
General Public Licenseに基づいてライセンス供与された部分につ
いては、ソースコードを配布させていただきます。以下の住所にお
問い合わせください。

〒430-8650 浜松市中区中沢町10-1
ヤマハ(株) オーディオ事業統括部マーケティング＆セールス部
マーケ＆セールスＧ

ソースコードの配布自体は無償ですが、ソースコードの送料につき
ましてはご負担いただきます。

• 弊社(または弊社認定の関係者)以外の第三者による、この製品の
ソフトウェアに対する変更や追加、削除などによって発生したい
かなる損害に対しても、弊社は一切責任を負いません。

• 弊社により一般に公開されたソースコードの再利用は保証されて
おりません。ソースコードに関して弊社は一切責任を負いませ
ん。

• また、ソースコードは以下のURLでも配布しております。
http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/

The MIT License (MIT)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person 
obtaining a copy of this software and associated documentation files 
(the “Software”), to deal in the Software without restriction, including 
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject 
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be 
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR 
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

expat
Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center 
Ltd and Clark Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
AXR4 オペレーションマニュアル 93



索引
索引

+48V ................................................................... 25, 26

A
ABOUT ....................................................................... 20
About .......................................................................... 50
AD/DAコンバーター ............................................... 12
ADAT .....................................................................7, 14
AES/EBU .............................................................. 7, 13
AES/EBU CH ................................................... 13, 15
AES/EBU Master ................................................... 57
ANALOG SETUP画面 ............................................ 24
AXR Extension ........................................................ 63

B
BRIGHTNESS画面 ................................................... 18

C
CH LINK ..................................................................... 12
CH SETUP画面 ........................................................ 24
Channel Link .................................................... 12, 38
Channel Strip ........................................................... 73
CLOCK ............................................................... 12, 13
Compressor ............................................................. 74
Compressor 276 ................................................... 69
Control Panelボタン .............................................. 56
Conversion Mode .................................. 12, 17, 57
Cubase専用画面 ...................................................... 63
CURRENT DATA .................................................... 20

D
DAWチャンネルエリア ........................................... 54
DAW連動機能設定エリア ...................................... 66
Device ................................................................. 48, 50
Digital A ..................................................................... 57
Digital B ..................................................................... 57
DIGITAL I/O MODE ........................................ 12, 16
Disable Insert FX .................................................... 48
DSP ...................................................................... 48, 50
dspMixFx AXR ........................................................ 36

E
Edit .............................................................................. 48
Effect Bypass .......................................................... 65
Equalizer .................................................................... 74
Equalizer 601 .......................................................... 67

F
File ................................................................................48
FX Bypass .........................................................40, 42

G
GAIN .............................................................................25
General Settings .....................................................56

H
Help ..............................................................................48
HI-Z ..................................................4, 25, 27, 39, 64
HPF .......................................................................12, 17

I
INFO/INITIALIZE ..............................................12, 20
Insert FX ............................................................40, 42
Interface .....................................................................56

K
Knob Mode ...............................................................56

L
LEDの輝度 ..................................................................18
LINE ................................................................................ 4
LINE INPUT ................................................................. 7
LINE OUTPUT ............................................................ 7
LINEAR PHASE ................................................17, 57
LOOPBACK ...............................................................42

M
MAIN OUT SETUP ..........................................22, 23
MAIN OUT VOLUME .............................................10
MASTER .....................................................................14
Matrix Mixer .............................................................51
Meter ...........................................................................49
METER画面 .................................................................. 9
Meter画面 ...................................................................54
MIC ................................................................................. 4
MIDI IN .......................................................................... 7
MIDI OUT ..................................................................... 7
Mixer画面 ...................................................................37
MONITOR SETUP画面 ...........................................22
MUTE ...................................................................41, 43

O
OPTICAL端子 .............................................................. 7
OUTPUT PATCH .............................................22, 23
Output Routing .......................................................58
AXR4 オペレーションマニュアル 94



索引
P
PAD ..............................................25, 26, 28, 39, 64
Pairing → Mono ...................................................... 48
Pairing → Stereo .................................................... 48
PAN ..................................................................... 41, 43
PANEL LOCK ................................................... 12, 18
PEAK HOLD ..................................................... 12, 16
Peak Hold .................................................................. 57
PHASE ........................................................ 25, 27, 28
PHONES PATCH画面 ............................................ 22
PHONESノブ ...............................................................5
Post Fader Send for Reverb ............................. 57

R
Recall .................................................................. 11, 49
Reverb Return ........................................................ 43
Reverb Send .................................................... 40, 65
REV-X ................................................................. 44, 71
Routing Mode ......................................................... 57

S
S/PDIF ...................................................................7, 14
SAMPLE RATE ................................................ 13, 14
Scene .................................................................. 48, 49
SCENE MEMORY ................................................... 20
SCENE画面 ................................................................ 10
Set Default → Channel Names ........................ 49
Set Default → Routing ........................................ 49
Settings ..................................................................... 49
SHORT DELAY ................................................ 17, 57
Show Hidden Channels ....................................... 48
Show/Hide Channels ............................................ 49
Show/Hide Channels画面 ................................... 55
SILK ............................................................................. 40
Silk .............................................................................3, 4
SILK [BLUE/RED]キー .............................................5
SILK [ON]キー .............................................................4
SILK [TEXTURE]ノブ ................................................5
SILK SETUP画面 ..................................................... 29
SILKコントローラー ................................................ 64
SOLO ........................................................................... 41
SRC .............................................................. 13, 15, 57
STACK ID .......................................................... 12, 19
Store ................................................................... 11, 49
Sweet Spot Morphing Channel Strip ............ 73
SYSTEM SETUP画面 ............................................. 11

T
TEXTURE ...........................................29, 30, 40, 64
Thunderbolt 2端子 ....................................................6
TYPE ................................................................... 29, 30

U
USB 3.0端子 ................................................................ 6

V
VERSION ....................................................................20
Virtual Circuitry Modeling .................................... 3

W
Window ...............................................................48, 49

Y
Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver .........31
Yamaha Steinberg USB Driver .........................33

イ
位相反転 ...................................... 25, 27, 28, 39, 64
インサート ..................................................................42

エ
エフェクト ..................................................40, 42, 65
エフェクトのかけ録り .............................................65
エラーメッセージ ......................................................83

カ
換気 ................................................................................. 8

キ
機器設定 ......................................................................57
技術仕様 ......................................................................81

ク
グリッド ..............................................................51, 52
クロックソース ............................................................ 9

ケ
ゲイン ...........................................................................64

コ
工場出荷状態 ..............................................................20
コンプレッサー ..........................................................74

サ
サンプリング周波数 .....................................9, 13, 14

シ
出力チャンネルエリア .....................................37, 42
初期化 ...........................................................................20

ス
スクロールバー ..........................................................37
スタック ......................................................................61
スタンバイ/オンスイッチ ......................................... 5
AXR4 オペレーションマニュアル 95



索引
セ
設定画面 ...................................................................... 56
センド先(ミックスバス) .......................................... 41
センドレベル ............................................................. 41
全表示減表示対応表 ................................................. 47

チ
チャンネル名 ............................................................. 38
チャンネルラベル ..................................................... 38
チャンネルリンク ..................................................... 38

ツ
通気 .................................................................................8

テ
ディスプレイ ...........................................................5, 9
ディスプレイの輝度 ................................................. 18

ト
動作対応表 .................................................................. 76

ニ
入力インピーダンス ....................................................8
入力ゲイン .................................................................. 39
入力チャンネルエリア ..................................... 37, 38

ハ
ハードウェア入力チャンネルエリア .................... 54
ハードウェアセットアップ .................................... 66
ハイパスフィルター ..........25, 27, 28, 29, 39, 64
ハイパスフィルターのカットオフ周波数 ... 17, 57

ヒ
ピークホールド ......................................................... 57
表示チャンネルのフィルタリング ........................ 54

フ
ファームウェア等の本体情報 ................................ 20
ファンタム電源 ............................ 4, 25, 26, 39, 64
フィルタリングボタン ..................................... 44, 46
負荷インピーダンス ....................................................8
複数台接続 .................................................................. 61
プリ/ポスト切り替えボタン .................................. 65
ブロックダイアグラム ............................................. 85

ヘ
ヘッドアンプ ............................................................. 39
ヘッドホンパッチボタン ......................................... 65

ホ
放熱 .................................................................................8

マ
マルチファンクションノブ ....................................... 5

ミ
ミックスバス ..............................................................41
ミックスバスエリア ..................................................54

メ
メニュー ..............................................................37, 48

ラ
ラックマウント ............................................................ 8

リ
リバーブ ..............................................................44, 71
リバーブセンド ..........................................................40
リバーブタイプ ..........................................................44
リバーブタイム ..........................................................44
リバーブリターン ......................................................43

ル
ループバック ..............................................................42

レ
レベルメーターの色と音量 .....................................54

ワ
ワードクロック ..................................................12, 13

著作権に関するお知らせ
• SteinbergおよびCubaseは、Steinbergの登録商標
です。

• Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国お
よびその他の国における登録商標です。

• Macは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.
の商標です。

• Thunderboltは、アメリカ合衆国および/またはその
他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社
の商標です。

• その他、本書に記載されている会社名および商品名等
は、各社の登録商標または商標です。
AXR4 オペレーションマニュアル 96



Steinberg Website
https://japan.steinberg.net/

Manual Development Group
© 2018 Yamaha Corporation

2019年9月改訂  MW-C0


	目次
	はじめに
	開発者からのメッセージ

	各部の名称と機能(本体編)
	フロントパネル
	リアパネル
	接続例
	ラックマウント時の注意

	ディスプレイ
	画面構成
	METER画面
	SCENE画面
	SYSTEM SETUP画面
	MONITOR SETUP画面
	CH SETUP画面


	ソフトウェア
	Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver
	Yamaha Steinberg USB Driver
	dspMixFx AXR
	画面例、画面の開き方
	Mixer画面
	入力チャンネルエリア
	出力チャンネルエリア
	右サイドバー
	左サイドバー
	資料
	メニュー
	Matrix Mixer画面
	Meter画面
	Show/Hide Channels画面
	設定画面
	モニター環境を構築する
	AXR4Tをスタックする

	Cubase上でAXR4を設 定する(AXR Extension)
	画面構成
	Cubase専用画面
	ハードウェアセットアップ

	Plug-ins
	Equalizer 601
	Compressor 276
	REV-X
	Sweet Spot Morphing Channel Strip


	動作対応表
	困ったときは
	技術仕様
	エラーメッセージ一覧
	ブロックダイアグラム
	Software License and Copyrights
	索引

