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New user interface panel has been developed using touch 
sensitive technology. Graphic LCD Display will allows cle-
ar and efficient programming. 
Gloss Metacrilato surface for tactile grace.

EASY CONTROL SYSTEMEASY CONTROL SYSTEM

Pushing the left two buttons you will start the unique You-
Play feature. The instrument will guide you into the spe-
cial function to set up your best dynamic touch, the most 
advanced, customizable velocity response system ever 
developed.

INTELLIGENT DYNAMIC SYSTEMINTELLIGENT DYNAMIC SYSTEM

intelligent dynamic system
easy control system

Semi-translucent polished ABS cabinet and aluminum 
cover. Lower weight for transportability and good build 
strength. Slide the Aluminum cover to increase the instru-
ment surface area for your lap top or other control surface. 
Removable transparent music stand. 

ELEGANT DESIGN CABINETELEGANT DESIGN CABINET

マニュアル
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安全にお使いいただくために

重要安全事項

高電圧注意！
感電の恐れがあるため、分解は絶対におやめください。本体内部にスペア部品
などは一切付属しておりません。修理は当社のサービスセンターまでお申し付
けください。

電源について
電源供給は定格のアダプターをご使用ください。

湿気について
感電のリスクを避けるために、本機を雨や湿気の多い場所には設置しないでく
ださい。また、液体を含むものを本体の上に置くこともおやめください。プー
ルやバスタブ、湿気の多い地下室などでのご使用もおやめください。

本機を低温の場所から高温の場所へ移動した場合、本体内部に凝結が発生する
場合があります。この場合、本体が部屋の気温に十分馴染んでから電源をお入
れください。

設置について
サイズ、重量を考慮し、安定性の高いラックをご使用ください。

お掃除／メンテナンスについて
強力な洗剤は絶対に使用しないでください。表面にしみがつく原因となりま
す。軽く水をしみこませたミクロ繊維の布でのお掃除をお奨めいたします。

付属品はマニュアルに従い、メーカーが明記されたもののみをご使用ください。
指定された以外のことで、本機に不具合が発生した場合、保証を受けられなくな
りますのでご注意ください。

本機の性能を知っていただき使いこなしていただくために、本マニュアルの熟
読をお奨めいたします。
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StudiologicのNUMAはまるでグランドピアノを弾いているかのような感覚を
提供します。
Studiologicの最も洗練されたタッチ・アクションは、よりリアルな感覚を再
現することに成功しました。
88鍵盤全てにおいて、ボトム部分では重く、トップ部分では少しだけ軽くなっ
ており、完璧なウエイト・アクションを再現しています。
キーボードは４Zoneに区分けすることができ、それぞれパラメータの設定を
することができます。

エディットは、バックライト液晶画面のEasy Control Systemと、タッチ・セ
ンシティブなパッドで行うことができます。Play Modeでは主要なパラメータ
に直接アクセスすることができ、ステージ上での迅速な変更が必要な場合など
に最適です。

Edit モードはさらに詳細なパラメータにアクセスすることができ、最大65パ
ッチ(プリセット)までの保存が可能です。

YouPlayモードはNUMAのユニークな機能の一つです。このモードでは、お好
みのベロシティカーブを設定することができ15プリセットまで保存することが
できます。カスタマイズされたカーブは、それぞれのパッチで使用することが
できます。

リアパネルまでを覆っているアルミニウム製の表面は後方へスライドすること
ができ、上部の奥行を拡張することができます。楽譜スタンドやその他の機器
の設置に最適です。

USBで接続することによりNUMAはコンピュータとやりとりすることが可能
になります。２モードの動作がありますが、1つ目はUSB MIDIモードです。こ
の場合、NUMAはコンピュータにUSBオーディオ・デバイスとして認識され
ます。そして、もう1つのモードはUSB バーチャル Comモードです。このモ
ードでは、コンピュータ上でプリセットをエディットしたり、保存したりする
ことができ、NUMAのオペレーティング・システムのアップデートも行うこと
ができます。

1 x MIDI Out (DIN 5-pin)
2 x Pedal (TSジャック)
1 x USB
1 x 電源コネクタ（9V – / 500mA） 

Numa 本体
電源アダプタ
フットスイッチ VFP-1
アクリル樹脂製楽譜スタンド
ユーザー・マニュアル

概要

革新的なグランドハンマー・タッチ

イージー・コントロールシステム
Play モード

Edit モード

YouPlay モード

可変可能なスライドカバー
アルミニウム製

インタラクティブな NUMA
USB ⇔ Computer

(2008年７月開始)

接続コネクタ

内容物
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NUMAの操作は４つのタッチ・センシティブなパッドと、液晶ディスプレイの
バーチャル・ダイアル　コントロール・キーで行います。

Editモードでは、パッドはパラメータ・ページを呼び出す役割をします。両方
を同時に操作することにより、Editモードを起動することができます。

Playモードでパッチを選択するにはこれらの２つのパッドを使用します。Edit
モードでは、サブページを選択できます。

１～４のコントロール・キーはパッドの上のパラメータに順応します（
例 Zone / Reset / Store / NoもしくはYesなど）。uとvを同時に押す
と、Youplayモードに入ります。wとxの組み合わせでは全てのMIDIデータ
をリセットできます。

Play モードでは、バーチャル・ダイアル　コントロール・キーはパッチを選択
や、選択したパラメータを変更する役目を果たします。

操作

u v w x
コントロール・キー

◎ バーチャル・ダイアル

◀ 左に移動

        ▶ 右に移動
▲ 

上に移動

▼
下に移動

図1

コントロール・エレメンツ

ナビゲーション
◀▶

ナビゲーション
▲ ▼  

コントロール・キー
uvwx

バーチャル・ダイヤル　コントロー
ル・キー
◎
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電源を入れると（図２）、NUMAは自動的にパッチを読み込みPlayモードにな
ります。パッチは最後に保存したEdit モード（13ページ）が復元されます。

Playモード：変更可能なもの

パッチの読み込み
パッチを選択するには、パッド▲ ▼（図3a）もしくは、バーチャル・ダイアル 
　コントロール・キー（図3b）を使用します。数字で表示され、ファクトリ
ー・パッチ（F01からF05）は、ユーザー・パッチ（001～064）に順応しま
す。ここでは、すでに使用されたパッチのみが表示され、使用していないパッ
チは除外されます。

注：パッチは直ちに有効となり、特別な確認作業は必要ありません！　ファク
トリー・パッチは、消去できない仕様となっています。

Zones On / Off
コントロール・キーu～xは、ZoneのOn / Offに直接アクセスできます。有
効（on）無効（off）なスピーカーが図解で表示されます。

イメージ４は、次のそれぞれを表示しています。
• Play モード
• ファクトリー・パッチ F04 
• Zone 2 off
• Zone 3 off

パッチのクイック・エディット （Live-Edit）
矢印のパッド◀▶はパッチの基本パラメータと、特定のZoneにアクセスするこ
とができます。

次のパラメータを変更できます。
• パッチ Midi 

MIDIチャンネル（1-16）の パッチ・プログラムの選択
• パッチ・プログラム 

（0-127）の選択
• パッチ・ボリューム 

ボリュームの調整(0～127)
• パッチ・トランスポーズ 

ピッチの調整（-24 bis +24）

全ての設定は、それぞれのZoneに対して独立しており、呼び出しているパッ
チに対してのみ有効です。

注：Playモードでの変更は保存されません！　永久的な変更は、Editモードで
のみ可能となります。

Play モード

図2

図3 a

図3 b
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例：

パッチF04をパッド▲ ▼で選択します。それぞれのZoneのon / offを切り替え
るには、コントロール・キーu～xを使います。最後にZone1と4（図4）を
オンにしておきます。

パッド▶を押しPatch Midiを表示します。

Zoneの上のラインは、それぞれのMIDIチャンネルを示しています。変更する
場合は任意のコントロール・キーu～xを押し、Zoneが選択された状態でバ
ーチャル・ダイアル　コントロール・キーを操作します。

パッド▶を数回押し、Patch Volumeを表示します。

このメニューではバーチャル・ダイアル　コントロール・キーを使ってすべて
のPatchのボリュームを個別に変更することができます。
Zoneが何も選択されていない状態ではすべてのPatchのボリュームを同時にコ
ントロールします。
この操作は他のすべてのメニューに共通で、個別のZoneが選択されていない
場合は全体の値を変更します。

パッド▶を数回押し、Zone Volumeを表示します。

このメニューではバーチャル・ダイアル　コントロール・キーを使ってすべて
のZoneのボリュームを個別に変更することができます（図5～6）。

注：パッチ・プリセットを変更すると、現在のセッティングは全てリセットさ
れることにご注意ください！
変更を保存するには ⇒ 12ページ

ライブエディット・モードを終了する場合、パッド▲ ▼のどちらかを押してく
ださい。

Play モード 例

図4

図5

図6
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Editモード
Editモードでは更に細かい設定変更や、新しいパッチを作成することができま
す。

• MIDI 
MIDIチャンネル (1-16)の選択

• プログラム・チェンジ 
外部サウンド・モジュールの音色のアサイン

• キーレンジ 
Zone範囲(A0 - C8)の調整

• ボリューム 
ボリュームの設定（0-127）

• トランスポーズ 
ピッチの調整（-24 bis +24）

• Play モード 
ベーシックモードの選択

• シェイプ 
ダイナミクス・エンべロープの設定

• ホイール・コントロール 
モジュレーション・ホイールの役割を選択

• アフタータッチ・コントロール 
アフタータッチの詳細設定

• コントロール・ジャック 1 
コントロール・ジャック１の役割を選択

• コントロール・ジャック2 
コントロール・ジャック２の役割を選択

• ストア（保存） 
変更を保存して、新しいパッチを作るには

• パッチ名（Patch Name） 
パッチ名をエディットするには

• システム 
システムワイド設定の表示 
ソフトウェア・バージョン、液晶コントラスト、バーチャル・ダイアル　
コントロール・キーの感度、スピードの設定。

Editモード
パッド◀▶を同時に押すことにより、有効となります。ディスプレイにはそれ
ぞれのパラメータ、パッチ名が表示されます。ページを選択するにはパッド
◀▶を使用します。

パッド▲ ▼ を押して各メニューを切り替えます。Zoneを選択するには、4つ
のコントロール・キーを使用します。パラメータの変更はバーチャル・ダイア
ル　コントロール・キーを使用します。

例：
ここからの解説はファクトリー・パッチF04をベースに行っています。

もう一度パッド◀▶の両方を同時に押すと、エディットモードを終了します。
Editモード終了前に、変更した設定を忘れずにセーブしてください。

Edit モード概要

ページ 9

ページ 10

ページ 11

ページ 12

ページ 13
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Midi
ここでは全てのZoneのMIDIチャンネルを設定できます。設定可能なレンジは
Off及びMIDIチャンネル1～16までで、Offを選択したZoneは無効となり、そ
の他のページにも表示されなくなります（図7）。

プログラム・チェンジ（Program Change）
外部音源のプリセットにNUMAZoneをアサインするには、プログラム・チェ
ンジ、LSB バンク・セレクト、MSB バンク・セレクト・パラメータを使用し
ます。
3つのサブ・ページ（図8～図10）は、パッド▲ ▼で選択でき、上列に表示さ
れます。設定幅は0～127です。
お探しの音色がどこにあるのかについては、ご使用の外部音源のマニュアルを
ご参照ください。

キーレンジ（Key Range）
NUMAでは鍵盤を簡単に４つのZoneに分割することができます。コントロー
ル・キーu～xで任意のZoneを選択し、最初と最後のキーを指定するだけで
お好みのレンジを指定できます。
例えばZone1のレンジをA0からE3に設定する場合、Key Rangeページでコン
トロール・キーuを押し、Zone1を選択した状態でNUMAのA0を打鍵し、続
けてE3を打鍵します。
ディスプレイでは選択範囲（A0～C8）が表示されています（図11）

Edit モード   Part 1

図7

図8

図9

図10

図11
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Edit モード  Part 2

ボリューム
このページでは、それぞれのZoneのボリュームを調整できます。設定可能レ
ンジは0～127です（図12）
注：全てのZoneのパラメータを同時に変更することは、Editモードではでき
ません。

トランスポーズ（Transpose）/ オクターブ（Octave）
このページでは、２項目の設定を行うことができます。
トランスポーズ（図13）では、半音単位の48段階と、オクターブ単位（図14
）による±２オクターブのピッチ変更ができます。
サブページを選択するにはパッド▲ ▼を使用します。
注釈：両方のパラメータを組み合わせることができますが、変更できる最大レ
ンジは、±２オクターブとなります。

Playモード（Play Mode）
このモードでは、それぞれのZoneに対して個々のダイナミックをアサインす
ることができます。ダイナミック、オルガン、スタッカート（図15）詳細の設
定を次のページで行えます。

シェイプ（Shapes）
ここでは、３つのプレイ・モードにおける詳細なチューニングを行えます（図
16）

• ダイナミック（Dynamic） 
3つのファクトリー・プリセット（ソフト、ミディアム、ハード）と15の
ユーザー・パッチから選べます。

• オルガン（Organ） 
ダイナミックなしの、唯一の設定のみです。

• スタッカート（Staccato） 
3つのファクトリー・プリセット（ソフト、ミディアム、ハード）と15の
ユーザー・パッチから選べます。

「ダイナミック」と「スタッカート」の大きな違いは、ダイナミクスの測定が
違うセンサーによって行われるところです。スタッカート設定のノートオフ・
コマンドは、ダイナミック設定よりも速い段階で反応します。これにより、よ
りパーカッシブで、さらにはアグレッシブなサウンドを得られます。

ダイナミック曲線の作り方につきましては、14ページをご参照ください。

図12

図13

図14

図15

図16
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Edit モード  Part 3

ホイール・コントロール／ポラリティ
このページでは、モジュレーション・ホイールはホイール・コントロールとポ
ラリティの２セクションに分割されています（図17～図18）。選択はパッド
△▽と、バーチャル・ダイアル　コントロール・キーで行います。

ホイール・コントロールは以下のパラメータ設定が可能です。
• Off 

モジュレーション・ホイールは、機能を停止します。
• ピッチ（Pitch） 

モジュレーション・ホイールでピッチベンドを行います。
• CC#0～CC#127 

モジュレーション・ホイールを動かすと、設定したMIDI CC＃を送信し
ます。

ポラリティ・パラメータは、変化の方向を決めます。Pol.+で上向きへ、Pol.-
で下向きの変化となります。

注：いかなる変化も、モジュレーション・ホイールを動かした際に反映されま
す。

アフタータッチ・コントロール／ポラリティ
前項と同じく、アフタータッチ・コントロール（図19）でも２セクションの設
定を行えます。
• Off 

アフタータッチ効果なし。
• AFT 

外部音源モジュールの標準的なアフタータッチ設定が有効となります。
• C#0～C#127 

パラメータの変更をコントロールチェンジ・コマンドへアサインできま
す。

変化する方向をアフタータッチ・ポラリティでコントロールします（図20）。
注：アフタータッチはモノフォニック・アフタータッチです。

図20

図19

図18

図17



NUMA by Studiologic®12

Edit モード  Part 4

コントロール・ジャック1&2 ／ポラリティ／タイプ
フットスイッチの設定は3ページで成り立っています。アフタータッチ設定同
様、パッド▲ ▼で選び、バーチャル・ダイアル　コントロール・キーで変更で
す。
コントロール・パラメータでは、特有のコントローラをすべてのZoneにアサ
インすることができます（図21）。
データレンジは、Off及びCC#0～127です。

ポラリティ・パラメータは、ポジティブ（）とネガティブ（-）のスイッチを変
更できます（図22）。これにより、クローズド・スイッチをオープンスイッチ
として使用できるようになります。

タイプ・ジャック（図23）ページでは、どのタイプのスイッチを使用するか選
ぶことができます。
• Continuous 

ボリュームペダルのように動作
• Open switch 

極性＋　
• Closed switch 

極性－　

保存
ここでは1～64の保存したパッチの更新または新たにセーブすることができま
す。

バーチャル・ダイアル　コントロール・キーでパッチを選び、コントロール・
キーuまたはvでSaveかEraseを選びます（図24）。

コントロール・キーxでYesを選択すると、更新またはセーブが行われます。
図25を参照。

注：セキュリティ上、セーブ（save）か消去（erase）の前に確認があります
（図26）。

図23

図22

図21

図24

図25

図26
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Edit モード  Part 5

パッチ・ネーム
このページではパッチ名をリネームできます（図27）。変更したい文字をコン
トロール・キーvとwで選択します。次に、バーチャル・ダイアル　コント
ロール・キーを使って文字を選びます。コントロール・キーu（cap）で、大
文字、小文字を切り替えることができます。名前をつけ終わったら、コントロ
ール・キーxでYesを選択し、さらに確認画面が現れるので、Yesを押して完
了です。

システム
ここでは、ニーズに応じて、ごく一般的なパラメータを調整することができま
す（図28）。
LCDコントラストは、ディスプレイの明暗を-64～+64の間でコントロールで
きます。
ダイアル・センシビリティ（1～10）は、バーチャル・ダイアル　コントロー
ル・キーの感度を設定できます。パラメータ・ダイアル・ベロシティ（1～20
）は、バーチャル・ダイアル　コントロール・キーのスピードをコントロール
できます。
注意：パッド・リセットuは、全てのシステムを工場出荷時の状態へ戻しま
す。設定が保存されたパッチは全て消去され戻せなくなりますので、十分にご
注意ください。

Touching PCは、NUMAキーボードとコンピュータ間のUSB接続を開始しま
す。2つの異なる接続モードがあります。
• USBコネクション - Midi（図29） 

PCからNUMAのMIDIポートへMIDIデータを転送します。
• USB コネクション – Vcom（図30） 

これにより、”Interactive NUMA”ソフトウェアを使ってNUMAとPCの
コミュニケーションが可能となります。バックアップ／復元、パッチやシ
ェイプのリアルタイムによるエディットが行えます。

PCモニタとキーボードは、NUMAディスプレイと、キーの代わりとして使用
できます。

Restorewは、ユーザー・パッチとシェイプを消去することなく工場出荷時の
状態に戻すことができます（図27）。

Storexを押すと、全てのシステム変更事項をセーブします。これにはNUMA
の電源投入時に読み込まれるパッチも含まれます。これは、図27からEditモー
ドを開始したパッチです。

図28

図27

図30

図29
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YouPlay モード

YouPlay モード
YouPlayモードではユーザー好みのダイナミックカーブを作成して保存するこ
とができます。順番に説明していきましょう。

コントロール・キーuとvを同時に数秒押したままにします。すると、ディ
スプレイがYouPlayモードに切り替わります（図31）。

次にスタート①を押し、メロディを演奏します。30秒まで演奏できます。上段
右端に演奏可能な残り時間が表示されます。
30秒を超えるか、Stopを押すと、新しいダイナミック・シェイプが表示され
ます（図32）。

これらのシェイプは15個まで保存することができます（図33）。
バーチャル・ダイアル　コントロール・キー◎を使ってセーブしたい番号を選
びます。
パッド◀▶でパッチ名称部を選択し、現在の名称を変更できるようにします。

コントロール・キーvとwの矢印でディスプレイ内を操縦し、バーチャル・
ダイアル　コントロール・キー◎で文字を選びます（図34）。

Yesuを押し、打ち込んだラベルがよろしければ、Yesを再度押して、選択し
たメモリーにシェイプを保存します（図35）
気に入らない場合は、Exit④を押してセーブすることなく、ウィンドウを閉じ
ることもできます。
Erasewは現在選択中のシェイプを削除することができます。

注：
3タイプのシェイプを生成するところから始めると良いでしょう。
• 1つ目は、速いメロディで、かつダイナミックなもの
• 2つ目は、中くらいで、普通のダイナミクスのもの
• 最後は、スローなメロディをソフトに弾いたもの 

これらのシェイプを当てはまる曲にアサインしてみましょう。きっと最良の結
果を得られるはずです。

パニック（Panic）
コントロール・キーwとxを同時に押すと、パニック・モードに入ります（
図36 ）。これは、全てのMIDIチャンネルにおいて次のコマンドを送信しま
す。

• ノートオフ
• ボリュームを127
• モジュレーションを0
• ピッチを64
• サスティーンを64 

図31

図32

図33

図34

図35

図36



NUMA by Studiologic® 15

保証について

CE-Conformity

RoHS-Conformity

Disposal

State of the art

Trademarks

Copyright

RoHS
compliant
2002/95/EC

保証

全てのFatar社Studio Logicの製品は、細心の注意を払って製造、測定、動作
テストを行っています。これにより、２年の保証期間を設けています。サポー
トを受けるために、お客様のNUMAのご登録をお願いいたします。不適切な運
搬、設置、取扱いが原因による故障につきましては、保証の対象外とさせてい
ただきますのでご注意ください。
これらは、伊FATAR社ならびに代理店が定める一般的条件に基づいています。
機器の価格を上回る補償は、除外されますのでご了承ください。

FATAR srl
Zona Ind.le Squartabue
62019 Recanati MC Italy

FATAR社は、この製品がヨーロッパの基準に従って製造された製品であること
を宣言いたします。

• 73/23/EWG    低電圧指令
• 89/336/EWG    EMC指令
• DIN EN 55103-1&2 オーディオ機器の電磁両立性

Recanati, 14.2.2008 Dario Ragni, Managing Director

承認なく機器を改造された場合、この宣言は無効となります。

この製品は、2002/95/ECの基準に沿って製造されています。

EG指令2003/108/EGの第一の目的は、電気と電子機器(WEEE)の浪費の防止
です。それに加えて再利用、リサイクル、回収により廃棄物の削減を目標とし
ています。環境保全のためにご協力をお願いいたします。

最良の音質を保証するために、Fatar社製全てのStudiologic製品は、最新の技
術で設計されています。告知なく、アップデート、仕様の変更、改良等を行う
ことがございます。技術仕様ならびに製品の外観は本マニュアルと異なる場合
がございますので、ご了承ください。

本マニュアルの全ての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

本マニュアルの一部もしくは全部を、著作権利者の許可なく、いかなる形式に
おいても複製、転送することを禁止いたします。



NUMA by Studiologic®16

サポート

カスタマー・サポート 本 マ ニ ュ ア ル を ご 覧 い た だ い て も 解 決 で き な い 問 題 が ご ざ い ま し た
ら、Dirigentカスタマーサポートまでご連絡ください。なお、サポート・サー
ビスをご利用いただくためには、Dirigentへのユーザー登録が必要です。登録
の確認ができない場合、サポート・サービスをご利用いただくことができませ
ん。予めご了承ください。

■Dirigentへのご登録方法：
Dirigentサポートページにアクセスし、Studiologicオンライン登録フォームよ
りご登録をお願いいたします。

■Dirigentカスタマーサポート：
電話でお問い合わせの際は、Dirigentへのご登録確認のため、お名前・製品
名・製品シリアルナンバーをお伺いいたします。また、メールでのお問い合わ
せは、Dirigentサポートサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

電話番号：03-5159-1822（受付時間：平日10:30～17:00）
休業日：土日祝日および弊社特別休業日
Dirigentサポートサイト：https://www.dirigent.jp/support/


