
Vi Series Version 4.0 ソフトウェア
クイックスタートガイド

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書はVi Series Version 4.0ソフトウェアのクイックスタートガイドです。機器の設定および接続は、お持ちの
ソフトウェアのバージョンによって内容が異なることがあります。安全にお使いいただくために、ご使用前にこのマニュアルを必ずお読みください。また、このマニュアルは、お読み
になった後もいつでも見られる場所に保管してください。
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■新機能③　プレビューモード
Snapshot Control セクションにプレビューモードを追加しました。

●機能の詳細
・プレビューモードはシステムのメインで動作する音声に影響せず、スナップショットをコンソールに呼び出す機能です。本番中にキュー内で

何が呼び出されるかを確認する方法として便利です。プレビューモードをオフにすると、再度音声信号と同期します。

■新機能②　クロスフェード・パラメーター
スナップショットの切り替え動作を調整するクロスフェード・パラメーターを追加しました。

●機能の詳細
・スナップショットの切り替え時、移行動作を細かく設定可能できます（設定範囲 : 0.1 ～ 30 秒）。

・キュー・シーケンサーを使用すれば、複数のスナップショットのオートチェーンでクロスフェードを組み合わせることで、擬
似ダイナミックキューとして使用できます。

・フェーダーだけではなく、ほとんどのチャンネルストリップ上のパラメーターもクロスフェード可能です。

・フェードタイムは全てのチャンネル全体に動作。パラメーターの切り替えをフェード動作の最初、中間、最後で決定するコン
トロールも装備しています。

◆Version.4.0 ソフトウェアの概要
本書は Soundcraft のライブ SR 用デジタル・ミキシングコンソール Vi Series 用に開発された Version.4.0 ソフトウェアの新機能を紹介するクイックスタートガイドです。新
たな機能の概要と操作方法について解説しています。ソフトウェア全ての機能の詳細および詳しい使用方法に関しては Soundcraft のウェブサイト (http://www.soundcraft.
com/) 内でダウンロードできる User Guide Appendix を参照してください。

■新機能①　カスタムフェーダーページ
入出力のフェーダーをユーザーが自由に配置できるカスタムページを使用できるようになりました。

●機能の詳細
・サーフェス上でチャンネルの順番を自由に変更可能です。

・VCA マスターフェーダーをチャンネルフェーダー横に割り当てられます。

・重要なチャンネルを常にサーフェス上に表示するため、チャンネルを全カスタムフェーダーページの同じフェーダーに割り当てられます。

・ステレオリンクされたチャンネルの片側のみカスタムフェーダーページに割り当てられるため、使用するフェーダーを節約できます。

・最大 8 系統の追加 VCA を、1 つ以上のカスタムフェーダーページに割り当てることで 8 系統以上の VCA マスターを一度に調整できます。

・ステレオ AUX とグループマスターを出力セクションの 1 本のフェーダーに割り当てられるため、ステレオバスの調整を 1 本のみで実行可
能です。

・出力セクションのバスマスターフェーダー横に VCA マスターフェーダーを割り当てられます。

■新機能④　グラフィックイコライザーの Small、Large モード
グラフィックイコライザー設定時に、Small、Large モードを追加しました。

●機能の詳細
・Small モードを選択するとグラフィックイコライザーの 8 バンド分のみが入力フェーダーに割り当てられ、イコライザー調整を行いながらも、入力

の調整を行えます。出力フェーダーページボタンを押すと、表示する周波数帯域を 4 バンドまたは 8 バンドでスクロールできます。

・従来の Large モード (30 本の入力フェーダーに 30 バンド全ての調整が割り当てられて調整を行うモード ) も用意しています。

■新機能⑤　メーターのピークホールド時間を調整
サーフェス上のメーター表示で、ピークホールド時間を調整できるようになりました。

●機能の詳細
信号のピーク値を表す LED のホールド時間を希望の時間、またはスイッチオフ（ホールドタイムをゼロ）で設定できます。

■新機能⑥　全出力の一括ミュートスイッチ
Mute All Outputs スイッチを追加しました。

●機能の詳細
Mute All Outputs スイッチを押すことでコンソールの全出力を一括でミュートできます。コンソールから一時的に離れる場合などに便
利です。
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■新機能⑦　出力メーターページからの出力フェーダー割り当て
出力メーターのタッチスクリーンを使用し、出力フェーダーを入力チャンネルセクション右端の 8 つのブロックに割り当てられます。

●機能の詳細
・ALL BUSSES ページを開かずに右側の入力チャンネルセクションから離れたマルチ出力バスを素早くアクセスできます。

・モニター用途のグラフィックイコライザーバスを簡単に呼び出せ、出力ソロバスから独立して調整可能です。

・入力のミックス処理に影響を与えずに出力バスの調整を行えます。

・全 32 バスをどのバスモードにも切り替え可能。以前のソフトウェアではモノ AUX で固定だった Vi4 の最後の 8 バスも、自由に切り替え可能です。

■新機能⑧　シーン制御の GPI 対応
シーンリコールスイッチ (Next/Last スイッチを含む ) を GPI 経由でリモートコントロール可能になりま
した。

●機能の詳細
劇場やホールでシーン制御用スイッチを好きな場所に自由に配置できます。

■新機能⑨　グラフィックイコライザーの数値表示
グラフィックイコライザーでのカット / ブーストの値が各フェーダー真上に表示されるようになりました。

●機能の詳細
・調整中のグラフィックイコライザーのフェーダーに触れるだけで現在のカット / ブースト (dB) の状態を確認できます。

■その他の追加機能、バグ修正情報
・Copy&Paste スイッチが点灯するようになり、無効状態であることを警告します。

・バグ修正 Copy モードでバスマスターの一部の選択がバスセンドをコピーしない。

・バグ修正 Power-fail オートバックアップ。

・バグ修正 VCA グループでミュートしているチャンネル上でチャンネルオンオフの切り替えると、Mute/VCA グループ外にドロップする。

・バグ修正 VCA でミュートしたチャンネルが新しいショーの読み込み時、ミュート解除される。

・バグ修正 Apply Changes 中にオーディオが変更される。

・バグ修正 アイソレートしたチャンネルのインサートポイントにオーディオがロスする。

・バグ修正 グラフィックイコライザーの Q 設定に間違った値が表示される。

・バグ修正 VCA ソロが誤ったソロタイプ（AFL/PFL）になる。

・バグ修正 ブラックアウトでコンソール上の点灯が OFF にならない。
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◆詳しい操作方法
■カスタムフェーダーページ
● Vi6上の“Fixed”と“User-defined”入力フェーダーページの相違点

“Fader Pages”はコンソール上のチャンネルストリップの配列を定義します。Version 4.0 以前のソフトウェアは、Fixed フェーダーページ（A/B/C）のみコンソール上で利
用可能でした。この Fixed フェーダーページはアナログコンソールのチャンネル配列と同じように 1 ～ 32 の入力チャンネルが順番に並んでいます。

カスタムフェーダーページの基本的な働きは Fixed フェーダーページと同様ですが、Fixed フェーダーページ上のチャンネルを 3 つの特別なページ上に抽出し、再度利用可能に
する機能が追加されており、順番も自由に変更できます。順番を変更しても信号、処理、名称に影響を与えず、Fixed フェーダーページ上のチャンネルの配列にも影響しません。

Fixed フェーダーページにはいつでも戻ることができ、通常の 1 ～ 32 の連続した配列としてチャンネルを探し出せます。

カスタムフェーダーページは最大 3 ページ (User 1/2/3) 作成でき、3 つの固定レイヤー上に存在するチャンネルを利用できます。VCA マスターフェーダーもカスタムフェーダー
ページの入力チャンネル横に設定可能です。チャンネルを重複して設定も可能で、例えばボーカル用のフェーダーを 3 ページ全てのカスタムフェーダーページに一括して割り当
てることも可能です。

1
2
3

1
2
3

・カスタム入力フェーダーページの作成
手順 1 セットアップスクリーンを開く
INPUT FADER PAGES 内の SETUP スイッチを押してください。コンソールの全入力 Vistonics 画面上に個別のセットアップ画面 ( 下図を参照 )
が開きます。

セットアップ画面では 8 列 3 段のスイッチが表示されています。8 列がフェーダーストリップバンクに対応し、3 段が User 1/2/3 に対応します。
デフォルトのショーを読み込んだ場合、カスタムフェーダーページには何も割り当てられておらず、全て NONE と表示されています※。

※ Vi2 は例外で、25-32、33-40、40-48 が User 1/2/3 ページにプリアサインされています。

設定のヒント
設定モードを OFF にした後、フェーダーページスイッチを押してユーザーページを選択した場合、コンソール全体で NONE に設定されたユーザーレイヤーはブランクになります。
これはデフォルトのショーにおける User 1/2/3 ページの通常の状態で、割り当て可能なポジションをわかりやすく表示ためのものです。

ユーザーレイヤーに割り当て済みのショーを読み込んだ場合、ユーザーレイヤー設定は各ショーファイルで保存されているため、フェーダーページボタンを押すと配置済みのユー
ザーレイヤーを確認できます。
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手順 2 チャンネル選択画面を開く
フェーダーストリップにチャンネルを割り当てるには、前頁セットアップ画面の NONE と表示されているレイヤーおよびポジションに対応するスイッチをタッチしてください。
通常は左上から割り当てを開始し、順番にフェーダーを割り当てます。

NONE スイッチをタッチするとチャンネル選択画面が現れ、選択したフェーダーに対してコンソール上に割り当てる入力チャンネルを選択します。

スクリーン右側のタブを押すと、割り当て可能な各チャンネルへ移動します（一番下のタブ 65-96 は Vi4 または Vi6 で 72ch/96ch DSP を搭載している場合にのみ表示され
ます）。

各チャンネル選択スイッチは中央にチャンネルの省略した名前を表示し、スイッチ左下に固定レイヤー A/B/C 上の対応するポジションのチャンネル番号が表示されます。

上図の場合、チャンネル”ROB AC“は User 1- ストリップ 1 用の割り当てに選択されます。選択するとすぐに、選択スクリーンが自動的に閉じ、セットアップ画面で User 1-
ストリップ 1 に該当のチャンネルが割り当てられたことを確認できます。

・VCA マスターフェーダーを入力ストリップに割り当てる
カスタムフェーダーページからストリップに割り当てる入力チャンネルを選択するだけでなく、入力横に VCA マスターを割り当てることも可能です。チャンネル選択画面右側の
VCA タブをタッチする事で 16 系統の VCA マスターフェーダーを表示し、選択できます。

Tou
ch!

Tou
ch!
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設定のヒント
チャンネルや VCA を選択せずにチャンネル選択画面を開いた状態を保持できます。また、必要なチャンネルを選択する前にコンソール下、フェーダーパネル上の Solo/Sel スイッ
チを使用する事で別のフェーダーストリップから最初へスクロールできます。

Tou
ch!

・カスタムフェーダーページ内でペアの入力チャンネル
Vi コンソールは Fixed フェーダーページの範囲内で隣同士のチャンネル、または縦列で隣接したチャンネルを自由にペアリングできます。ペアリングされたチャンネルはコンソー
ルのオーバービュースクリーン上の入力メーターで白い四角で囲まれて表示され、Fixed フェーダーページ A/B/C のレイアウトに対応します。

Fixed フェーダーページ上の隣り合っていないチャンネル間のリンク作成を防止するため、チャンネルの配列を自由に変更できるカスタムフェーダーページでのチャンネルペアリ
ングは作成できません。

しかし、カスタムフェーダーページ内でチャンネルペアリングの表示、編集は行えます。通常のチャンネルペアリングは入力チャンネルストリップの入力ファンクションブロック
内で行います。

入力チャンネルからペアリングページを開いたときに表示される画面は Fixed フェーダーページ内のペアリングページを開いた画面と同様になります。ページで表示されるペア
リング可能なチャンネルは Fixed フェーダーページ上で選択したチャンネルと隣接したチャンネルです。例えばカスタムフェーダーページの USER 1 を開いた場合、ページ上で
チャンネル 37 よりも左側にチャンネル１、右側にチャンネル 64 が配置されます。

チャンネル 37 のペアリング設定ページを開いた場合、Fixed フェーダーページからチャンネル 37 のペアリング設定ページを開いたものと同様の下画面が表示されます。

カスタムフェーダーページからペアリング設定ページを開くと、チャンネルは Fixed フェーダーページで開いた場合の配列になりますので、注意してください。
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 垂直位置でペアリング 水平位置でペアリング

カスタムフェーダーページでステレオペアチャンネルの片側のみ割り当てると、右図内の青い帯位置に歯車のみのマークが表示されます。このマークはペ
アチャンネルの片側であることを表します。

ペアチャンネルのもう一方はカスタムフェーダーページ上で隣に配置できますが、割り当てないことも可能です。

チャンネルペアは全パラメーターがリンクされるわけではありません。ゲイン、トリム、位相などの入力段の設定とパン制御はリンクされず、片側のみカ
スタムフェーダーに割り当てている場合、それらの設定は固定フェーダーページで個別に調節する必要があります。

ステレオペアの割り当てていないチャンネルを含め、全てのチャンネルは常に Fixed ページ A/B/C 内に存在し、入力メーター画面から右側のベイに呼び
出して設定することも可能です。

・カスタム入力フェーダーページ内のステレオ入力チャンネル
カスタムフェーダーページへチャンネルが割り当てられている場合、ステレオペアのチャンネルは 2 系統のモノチャンネルとして処理します。フェーダー
の使用を効率的に使用押したい場合はカスタムフェーダーページにステレオペアの 2 系統とも割り当てる必要はありません。

ステレオチャンネルを割り当てた場合、Fixed フェーダーページ上のタッチスクリーン下に以下のマークが現れ、ステレオペアになっている事およびペアリ
ングの状態を表示します。

 垂直位置でペアリング 水平位置でペアリング 垂直位置でペアリング 水平位置でペアリング

・カスタム出力フェーダーページ
Vi Series の以前のソフトウェアバージョンはコンソールの中央セクションの出力フェーダーは 4 つの固定出力フェーダー (A/B/C/D) および 2 つの固定 VCA フェーダー
(VCA/E) から呼び出していました。Version4.0 ソフトウェアでは A-E を固定せず、どのページ上でも出力バスと VCA マスターを自由に構成できます（VCA ページは固定で
VCA1-8 専用です）。

大多数のオペレーターは出力フェーダーの固定レイヤーに慣れていますが、カスタム出力フェーダーで 8 つのバンクを使用すれば以下の利点があります。

・VCA マスターと同じページ横にあるオーディオバスマスターを組み合わせて使用できます。複数の出力を制御する VCA を設定している場合などに便利です。

・ステレオバスの片側だけ割り当てられるため、多くのステレオ出力を同時に操作できます。最大 8 ステレオミックスを操作できるため、モニターエンジニアに特
に最適です。

A
B
C
D
E
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・カスタム出力フェーダーページを作成する

手順 1 設定画面を開く
コンソール中央セクションの出力 FADER PAGES エリアにある SETUP スイッチを押すと、マ
スターディスプレイに以下の設定画面が開きます。

設定画面には 8 本の出力フェーダーストリップ用に 5 つの出力フェーダーページ A ～ E に対応
する 5 列のスイッチが表示されています。

カスタム出力フェーダー設定ページの基本的な構成は前で説明をしたカスタム入力フェーダー設
定ページと同様で、32 バスが 8 つの連続したバンクの順序に並び、最後のページに VCA9-16
が配置されています。

これら 5 つのページレイアウトを自由に設定でき、ショーファイルとして保存可能です。

設定方法は入力フェーダーページの割り当てとほぼ同様です。

手順 2 出力選択画面を開く
初期画面から割り当てを変更する場合、設定画面内のバス名をタッチし、出力選択画面を開きます。

出力選択画面では割り当て可能な全てのバスと VCA マスターを表示し、現在割り当てられているバスが白くハイライトされています。変更中の出力フェーダーストリップは設
定画面一番下で白くハイライトされています。この例では、出力フェーダーページ C のストリップ４（ACOUSTICS）で変更を行っていることを表します。

画面右上のタブはバス 1 ～ 32 または VCA1 ～ 16 で選択を行います。また特定のフェーダーストリップに割り当てを行いたくないフェーダーストリップがある場合は NONE
スイッチを押してください。
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・1 本のマスターフェーダーにステレオバスマスターを割り当てる

Version 4.0以前のソフトウェアではステレオバスを2本のフェーダーで制御していたため、8本のバスマスターフェーダーで制御できるステレオバスは最大4系統でした。バー
ジョン 4.0 ソフトウェアでは 1 本のフェーダーでステレオバスをコントロールできるように設計されています。各バスマスターフェーダー上にステレオメーターがあり、最大
8 系統のステレオバスをバスマスターフェーダーで制御可能です。

ステレオバスマスターを 1 本のフェーダーに割り当てるには、出力フェーダーページでペアの一方を削除し、削除した位置のフェーダーに別のバス（例えば他のステレオバス
のフェーダー）を割り当てます。

まず、必要なバス構成を最初に設定 ( 例えばバス 1 － 16 を 8 ステレオ Aux バスに設定 ) し、出力フェーダーページの設定画面で奇数番号のバスマスターのみ希望のフェーダー
ページに割り当てます。

以下の画面は出力フェーダーページ A でステレオバスを割り当てた状況を表示しています。

上記の出力フェーダーページ A のように設定すると、1 本のフェーダーで 8 系統のステレオ Aux マスターが操作できるようになります。フェーダーページ B は“empty( 空 )”
になっていますが、他のバスを自由に割り当て可能です。

ステレオバスマスターのオーディオパラメーターは全てステレオリンクされているため、このように付番されたフェーダーをドロップしても問題ありません。

カスタム出力フェーダーページを上記の方法で設定した後も、以下の手順で必要に応じてバスをオリジナルの配列に表示しなおすことも可能です。

・ALL BUSSES ページに切り替えます。ALL BUSSES ページは、カスタムフェーダーページの設定に関わらず常時 32 系統の出力バスを順番に表示します。

・新規のテンポラリー出力メーターアクティベーション機能を使って、中央セクション左の入力フェーダーをキープしたまま右側の入力ベイに ALL BUSSES ページ
を呼び出すことも可能です。

■ Version 4.0 ソフトウェアのショーファイルの互換性
Version 4.0 ソフトウェアは古いショーファイルとの上位、下位互換を保持しています。そのため、Version 4.0 で動作するコンソールに旧バージョンのショーファイルの読み
込みできるだけでなく、Version 4.0 で作成したショーファイルも旧バージョンで動作するコンソールに読み込めます。しかし、Version 4.0 のショーを旧バージョンのコンソー
ルで使用した場合、カスタムフェーダーページおよびクロスフェード機能は使用できません。

また、Version 4.0 以前のソフトウェアで作成したショーを Version 4.0 で読み込む場合、カスタムフェーダーページやクロスフェードタイムが既にコンソール上に設定されて
しまうことに注意してください。Version 4.0 以前のソフトウェアで保存されたものにはフェーダーページ設定やクロスフェード値の情報がないため、それらの値は古いショー
の読み込み時にコンソール上に残ります。この設定はユーザーが好きなように手動でリセットできますが、より良い方法として、まずデフォルトのショーを最初に読み込み、その
後、古いショーを読み込むことをお勧めします。デフォルトを最初に読み込むことで、フェーダーページ設定とクロスフェードの値をクリアするため、古いショーから設定がコピー
されることを防止できます。

●ショーファイルの容量
基本的なショーファイルはスナップショット無しで保存した場合、約 3MB です。各スナップショットは約 1.2 ＭＢのサイズになります。

※ショーファイルをメールで送信する場合は必ずショーフォルダーを ZIP 圧縮した状態で送信してください。サイズを小さくするだけでなく、内部のフォルダ構成を保持
した状態でメールを送ることができます。
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■スナップショットクロスフェード
スナップショットクロスフェードはスナップショットの呼び出しをあらかじめ設定した時間の間隔で実行する機能です。0.1 ～ 30 秒の範囲内、0.1 秒単位でクロスフェード時
間を設定できます。クロスフェード時間はコンソール上の全チャンネルのパラメーターに全体的に適応されます（別のチャンネルに別のクロスフェード時間を設定するなどは不可）。

スナップショットに含まれるほとんどの調整可能な音声パラメーターはクロスフェードに適用されますが、下のパラメーターは例外です。

 ・イコライザーおよびハイ / ローカット周波数

 ・全ての LexiconFX パラメーター

切り替わるパラメーター全てと上記のパラメーターはクロスフェード動作の開始時、中間、終了時の 3 つのポイントで切り替わります。これは SWITCHES パラメーターの設定
により全パラメーターに適用されます。

特定のキューにクロスフェード時間を設定する場合は、サーフェス上のスナップショットコントロールエリアにある SETUP スイッチを押し、Cue List ページを開いてください。
その後、スクロールバーまたは▲ / ▼スイッチを使って、希望するキューの名称を表示してタッチします（白くハイライトされます）。

キューリスト下の XFADE で設定した時間が、現在の状態から選択したキューの状態にコンソールを切り替えるのに要する時間、つまりキュー用の IN 時間となります。各キュー
でそれぞれの IN 時間を設定可能です。

ON/OFF スイッチで、クロスフェード時間を無効にできます。キュー用のクロスフェード時間を ON にした場合、キューリスト内に×アイコンが表れます。

・クロスフェードとキューチェーン機能を使用して”擬似ダイナミックキュー”を作成する
Version 3.0 ソフトウェアからの新機能であるキューチェーン機能とクロスフェード機能と合わせて使用することでダイナミックキュー・自動フェーダーに似た操作を行えます。
各キュー上に何を呼び出すかを設定するにはスナップショットスコープ機能を使用し、必要に応じて異なるチャンネルへの別のクロスフェード時間の設定も可能です。

まず、いくつかのセクションで求められるフェーダーの動き全体を分割し、各セクションの開始点と終了点に対応するキューを作成します。その後、キューリスト内の”Go To 
Cue”パラメーターを使用して、キューチェーンを行ってください（これらのパラメーターはキューリストページのリスト内、選択中のキュー・バーの左側をタッチすると表示し
ます）。

・旧バージョンのショーファイルとクロスフェード・パラメーター
Version 4.0 ソフトウェア以前のショーファイルを読み込む場合、ショーファイルにはキューリストのクロスフェード情報は一切含まれず、現在のコンソール上のクロスフェー
ド設定で有効になっている設定が保持（直前まで読み込んでいたショーなど）され、旧バージョンのショーのキューリストに反映されます。

この状況を避けるため、Version 4.0 以前のソフトウェアで作成したショーを読み込む場合は、デフォルトのショーをコンソールに読み込んだ後に行ってください。デフォルト
のショーを読み込むとクロスフェード設定をリセットするため、旧バージョンのショーのキューリストが正しく読み込まれます。一度 Version 4.0 で動作しているコンソール上
で古いショーの保存を行うと、この問題は同じショーでは発生しなくなります。
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■スナップショットプレビューモード
スナップショットプレビューモードはシステムのメインで動作する音声に影響せず、スナップショットをコンソールに呼び出す機能です。本番中に
キュー内で何が呼び出されるかを確認する方法として便利です。

プレビューモード時、サーフェスは DSP コアから切り離されてオフラインになり、プレビューモードを ON にした時点での設定を保持したまま音
声に影響を与えず、現状のキューからの呼び出しや編集、新規キューの作成を行えます。

プレビューモードを OFF にすると、サーフェスは自動的にプレビューモードを ON にした時点の設定に復帰し、音声と同期します。

プレビューモード時はプレビュースイッチが点滅し、音声の制御は行えません。また、黄色と黒の帯が全入力ストリップの画面に警告として表示さ
れます。

プレビューモード中にパラメーターに変更を加え、作業を続ける場合は、現在のスナップショットを更新するか新しいスナップショットを作成する必要があります。更新、保存を
行わない場合、プレビューモードの終了時に変更が失われます。

プレビューモードは新しいショーファイルに変更する際の音声ロックにも使用可能です。音声の設定は古いショーのままで、プレビューモードを OFF にすることで新しいショー
の設定がオーディオへ適用されます。

■グラフィックイコライザーの Small モード
Small モードはグラフィックイコライザーの操作モードの 1 つです。30 本のフェーダーを使用して 30 バンドイコライザーを調整する従来の Large モードと異なり、サーフェ
ス中央セクョンの 8 本フェーダーに 30 バンドイコライザーを割り当てます。希望のバンドの呼び出しに手順が増えますが、グラフィックイコライザーを開いた状態で入力フェー
ダーの調整も同時に行えます。Small モードでは、グラフィックイコライザーのバンドをスクロールし、マスターセクションの 8 本のフェーダーで調整を行います。

※ Vi2 はサーフェスの構造上、Small モードが常に選択されており、Small/Large モードスイッチがありません。

・Small/Large モードの設定方法
サーフェス上の Menu スイッチを押してメニューページを開き、ページ上部の Settings タブを押してください。

GEQ Mode エンコーダーで Small/Large から希望の設定を選択してください。設定はショーファイルに保存されます。
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・Large モード
グラフィックイコライザー設定時、各バンドはコンソールの前側 30 本のフェーダーに割り当てられます（Vi4、Vi6 とも同様）。

※グラフィックイコライザーに割り当てられたフェーダーはフェーダー内部のLEDが赤く点灯します。周波数帯域は各フェーダー上の LCDディスプレイに表示されます。

・Small モード
グラフィックイコライザーの設定はコントロールベイ上の 8 本のフェーダーのみ割り当てられ、入力フェーダーは入力チャンネル制御用に残されています。

※グラフィックイコライザーに割り当てられたフェーダーはフェーダー内部のLEDが赤く点灯します。周波数帯域は各フェーダー上の LCDディスプレイに表示されます。

Small モードでグラフィックイコライザーの各バンドにアクセスするには、周波数帯域をスクロールする必要があります。8 バンドで 1 ページに構成されており、ページの切り
替えはコントロールベイ上の OUTPUT FADER PAGES スイッチで行います。Small モードが ON の場合、これらのスイッチは従来の機能と異なる形で動作します。

※ Small モードが ON になっているとアウトプットフェーダーページを切り替えられません。

OUTPUT FADER PAGES スイッチは Small モード時、以下の動作になります。

VCA ページを左に 4 バンド分スクロールし、押し続けると同じ動きを繰り返します

A 帯域幅 25-125Hz を選択

B 帯域幅 160-800Hz を選択

C 帯域幅 1kHz-5kHz を選択

D 帯域幅 6.3kHz-20kHz を選択

E ページを右に 4 バンドスクロールし、押し続けると同じ動きを繰り返します
VCA スイッチ、E スイッチは 4 バンド分のスクロールを行うため、隣り合う周波数ページ間で落ちるイコライザーカーブの調整及び表示に便利です。この場合、両方のページス
イッチが点灯します。
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■出力バスの一時的な割り当て機能 ( テンポラリーアクティベーション )
テンポラリーアクティベーションとは Vi2/4/6 のコンソール上で一時的にチャンネルグループやバスマスターを離れた右側の入力チャンネルセクションに割り当てる機能です。
以前のソフトウェアでも入力チャンネル用としてこの機能は利用可能でしたが、Version 4.0 ソフトウェアでは出力バスでも利用できるようになりました。

この機能を使うことで、ALL BUSSES フェーダーページへの素早い切り替えが可能になり、全入力フェーダーをバスマスターモードに切り替えられます。

テンポラリーアクティベーションを行う場合、アクセスしたい出力バスのメーターブロック内、メーターオーバービュースクリーンをタッチしてください。ALL BUSSES フェー
ダーページの関連するセクションがサーフェスの右側の入力チャンネルセクションに表れます。コンソールの左側は入力コントロールが表示されたままです。テンポラリーアクティ
ベーションを OFF にするには出力メータースクリーンを再度タッチする、または別の FADER PAGES スイッチを押して他のフェーダーページに切り替えてください。
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■全出力の一括ミュート
全出力の一括ミュート (Mute All Outputs) はスイッチ 1 つでコンソール全体を一時的にミュートする機能です。これはコンソールから離れて無人になってしまう際や、動作が
不明確なショーファイルを読み込む必要があるときなど、予期せぬ大音量を防止するのに便利です。

Mute All Outputs 機能は、コンソールフロントパネル上のメインパワーボタン横にある MUTE ALL O/P スイッチを長押しすると ON になります。一括ミュート時、スイッチ
が赤く点滅します。

※不用意な操作を防止するため、長押しで ON になります。

Mute All Outputs を解除する場合は、MUTE ALL O/P スイッチを再度押してください ( 長押しではありません )。

Mute All Outputs を ON にしている間、入力とバス出力ミュートは赤く点灯し、マスター LRC ミュートは消灯します。

モニター出力は Mute All Outputs の影響を受けません。トークバックおよびソロ機能は使用でき、ラインチェックなどを行えます。

MUTE ALL O/P スイッチの状態はショーファイルには保存されないため、他のショーを読み込んでもミュートは解除されません。音声レベルを確認の上、問題が無ければ解除
してください（通常のミュートグループや VCA マスターミュートを使用して Mute All Outputs の解除は行えません）。

※ Mute All Outputs を有効にする際、特定の入力または出力がミュートされるのを防ぐため、ミュートセーフ機能を使用できます（例えば DJ チャンネルのみ動作を
続けたい場合など）。しかしミュートセーフ機能は LRC マスター出力上には存在しません。例外的な操作として LCR プリを ON にすればマスターを出力に送ることは可
能です。

※入力チャンネルのダイレクトアウトは、ダイレクトアウトポイント設定で post-ON に設定していない場合、Mute All Outputs スイッチでミュートされません。

■内部クロックの設定
サーフェス上の Menu スイッチを押して Men ページを開き、Settings タブをタッチしてください。コンソールの内部クロックで設定されている現在の日付 / 時間の設定がスク
リーン左上に表示されます。

DATE & TIME 欄下の SETUP スイッチをタッチして、Victonics エンコーダー上に編集ページを展開してください。エンコーダーとスイッチで時間と日付を調整できます。

DAY/MONTH/YEAR 日付の設定を行います

TIME FORMAT 時計の表示方法を 12 時間表示もしくは 24 時間表示で選択します

AM/PM 12 時間表示を選択している場合のみ AM もしくはＰＭを選択します

APPLY/CANCEL 編集のした値の適応またはキャンセルを実行します。
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