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Chapter Zero: Quick-start Guide 

Getting Started 

まずは簡単に ETC で遊んでみましょう︕以下の⼿順に従ってください。 

 

1. ETC の HDMI 出⼒ポートを HDMI ⼊⼒のあるテレビモニターに接続します。（映像出⼒は HDMI 端⼦

のみです︕） 

 

2.電源アダプタを接続し、プラグを 9VDC 電源ポート（ETC の背⾯の⼀番左のポート）に接続します。⼀

番上の⾏のステータス LED は起動時には⻘⾊で点灯し、動作中は⽩く点灯します。接続されたモニターに

も起動プロセスが表⽰されます。 

 

3.⼀番上の⾏のオンスクリーンディスプレイボタンを押してください。モニターに現在のシステム情報の

オーバーレイ画⾯が表⽰されます。ボタンをもう⼀度押すと、この表⽰を切り替えることができます。 

 

4.オーディオをビデオに変換するには、オーディオ⼊⼒ポートに 1/4 インチ標準プラグのオーディオケー

ブルを接続し、⼀番上の列のオーディオ⼊⼒ゲインつまみを回します。ドラムマシンやシーケンサー、オ

ーディオ・プレーヤーなどのラインアウトや、もちろんエレクトリック・ギターなどの楽器を直接接続し

ても OK です。⼊⼒感度の調整には右上のオーディオインプット・ゲインノブを調整します。 

 

5.とりあえず楽しめたなら ETC を終了します。 

ここでいきなり電源アダプターを抜いていけません︕ 

ETC はコンピューターですので、終了には ETC の左上にあるシャットダウンボタンを押してください。数

秒間押し続けると、デバイスがシャットダウンしている間、ステータス LED がピンク⾊に点灯します。ス

テータス LED が消灯したら、電源コードを抜いても安全です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapter One: ETC Concepts 

 

 

ETC の世界へようこそ︕クリッター＆ギターリのビデオ・シンセサイザーのシリーズは以前からリリース

されていましたが、今でもこのデバイスのシンプルなコンセプトは健在です。 

 

1.オーディオ⼊⼒を差し込み、ライブサウンドをボックスに⼊⼒。 

2.プロジェクターまたは他のディスプレイ⽤のライブビデオ出⼒を接続。 

3. 各ノブを設定。 

4.⾳楽をクリエイトすることに戻り、ライブビジュアルは表⽰され続ける。 

ETC はこの「セルフサービス」アプローチを継承していますが、他にも数多くのモードとオプションを追

加しています。 

 

ETC を箱から出す準備ができていますか︖ 

Yes︕ ETC が接続され、電源が投⼊されると（第 0 章を参照）、⼯場出荷時のモードでビジュアルの作成

が⾃動的に開始されます。 

 

ETC にはさまざまなビデオ作成⽅法がありますか︖ 

Yes︕フロントパネルの左下にある 2 つの Mode Selector ボタンを押すことで、ETC の現在の視覚モード

を前後に切り替えることができます。 USB スティックにある有効なパッチはモードとしてロードされ、

プリロードされた⼯場のコンテンツは独⾃の視覚効果を提供します。 

 

ETC を｢ビデオ楽器｣として｢演奏｣することはできますか︖ 

Yes︕ ETC のフロントパネルにあるノブとボタンは、ETC の内部動作と各使⽤可能なビジュアルモードに

直接アクセスできます。コントロールオプションを拡張するには、ペダルを ETC のフットスイッチポート

に接続するか、MIDI コントローラーを MIDI ⼊⼒ポートなどに接続します。 

 

ETC にエレクトリックギターやベースの出⼒を直接接続できますか︖ 

Yes︕オーディオが ETC に⼊⼒されている場合は、ノブを微調整するだけで、応答性の⾼いビジュアルが

得られます。出⼒の低い楽器の場合は右上のオーディオインプット・ゲインノブを調整します。 

 

MIDI で ETC をコントロールできますか︖ 

Yes︕ Ableton Live のようなデジタルオーディオワークステーション（DAW）、またはパフォーマンス

ソフトウェアを使⽤していますか︖ DAW から MIDI を使ってパラメータをダイレクトに制御し、⾳楽に



同期させることができます。⾔い換えれば、ETC を使⽤して、再⽣中の⾳楽を取り込んで、⽣成されたビ

ートにビデオ伴奏を作成できるということです︕  

 

ETC で⽣成された静⽌画をキャプチャできますか︖ 

Yes︕  ETC の⼀番下の列には、専⽤の Screenshot ボタン（カメラのアイコン）があります。このボタ

ンを押すと、ETC の現在の出⼒が USB ドライブの画像ファイルに取り込まれます。 

 

静⽌画像を ETC に素材として供給することはできますか︖ 

Yes︕モードはファイル構造内から静⽌画像を使⽤するようにすることができます。そのようなモードがデ

ザインされれば可能になります。 

 

ETC のモードを編集できますか︖ 

Yes︕ ETC のモードはすべて、Pygame のグラフィック・ライブラリを使って Python ⾔語で書かれてい

ます。これは、USB ドライブのすべてのモードを編集できることを意味します。⾔語を学びさえすれば⾃

分の新しいモードを⾃由⾃在に作り出すことができます︕*（プログラム⾔語に関してはサポート対象外で

す） 

 

ETC を使⽤するのに「決まった」⽅法はないということですね︖ 

Exactly︕そのとおりです︕ ETC はビジュアルを作成する｢⼿段｣です。ライブパフォーマンス環境や、出

⼒をキャプチャして編集したい場合など、または誰かがあなたの演奏中にETCを操作するかもしれません。

テキストエディタを使い、⾃分だけのモードをコーディングすることもできますが、他の⼈が書いた新し

いモードやメーカー純正のモード（コミュニティーの中でモードはシェアや共有されていく予定）を簡単

にダウンロードすることもできます。あなたの⽬的に応じて ETC を⾃由に使ってください︕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETC Concepts 

ETC の背⾯にはステッカーが貼ってあり、使い⽅や機能の簡単なガイドになっています。まずはコンセプ

トを明確にしましょう︕ 

 

ETC の｢モード｣は、ビジュアル/映像をクリエイトします。オーディオ的に⾔い換えれば、各モードは｢パ

ッチ｣と考えることができます。フロントパネルからモードを瞬時に切り替えることができます。使⽤可能

な各モードは、必要なサポートファイルとともに、接続された USB ドライブ上に存在しています。 

イニシャルのファクトリー・モードでは、モードを 2 つの広義なカテゴリに分類しています。 

 

・スコープモード(Scope Mode) 

⼊⼒オーディオ信号をダイレクトに視覚化します。これは、古典的な「オシロスコープ」信号表現の形式、

または全く異なる形式をも表現できます。どちらの場合でも、アニメーションは受信したオーディオ⼊⼒

によって連続的に更新されていきます。 

 

・トリガーモード(Trigger Mode) 

トリガーモードでは、⼊⼒されるオーディオ信号が視覚化されますが、オーディオ⼊⼒の⾳量が⼀定のス

レッショルドを超えた場合（例えば、スネアドラムがヒットされた瞬間など）にビジュアルがトリガーさ

れます。 MIDI ノートやクロッキングメッセージなどのイベントも視覚効果を引き起こす可能性がありま

す。また、トリガーボタンを押してトリガーを⽣成することもできます。 

 

認識がしやすいように、名前が S  - で始まるファクトリ・モードはスコープ・モードで、T  - で始まる

ファクトリ・モードがトリガー・モードと分類されています。しかしながら、モードについてはこれらの

アイデアを融合させることも可能ですのでこのカテゴライズに留まることはありません。スコープ/トリガ

を理解することで、新しいモード作成時の⾃分のアイデアを整理するのに役⽴ちます。 

 

 

 

 

 

 



ETC の｢コントロール｣では、それらを 2 つのカテゴリに分類することができます。 

 

•フォアグラウンド・コントロール（Foreground controls） 

ローカルモードのパラメータを変更します。これらのコントロールは、フロントパネルの 4 つの番号付き

ノブで構成され、現在ロードされているモードで定義された設定に影響します。 

 

•バックグラウンド・コントロール（Background controls） 

グローバル・パラメータを設定します。これらには、バックグラウンド・カラー・ノブとオート・クリア・

トグルがあります。モードを変更しても、これらのパラメータは有効です。 

 

ETC シーンは基本的にプリセットです。各シーンには、使⽤されているモードと、4 つのフォアグラウン

ド・コントロールとバックグラウンド・カラー・ノブを含む 5 つのノブのすべての値と、オート・クリア・

トグル・ボタンが有効または無効かどうかが保存されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapter Two: General Operation of ETC 

 

Row 1: Systemic Controls 

 
 

ETC の⼀番上の⾏のボタンやノブなどの機能を左から右に⾒ていきましょう。 

 

Shutdown（シャットダウン）ボタン 

システムのシャットダウンを ETC に指⽰するボタンです。 

ETC が電源に接続されると、システムは⾃動的に起動を開始します（第 0 章を参照）。 ETC を使⽤し終

わった後、電源を切る場合には、このシャットダウンボタンを 2 秒ほど押し続けます。シャットダウン処

理中は、ステータス LED が⽩からピンクに変わり、電源が安全に抜ける準備が整ったら、最終的にライト

が消灯します。この状態で初めて電源アダプターを外すことができます。 

 



ステータス LED 

ETC ハードウェアの状態を、さまざまな⾊で点灯する LED で視覚的に確認可能です。 

 

ステータス LED の⾊別のハードウェア状態は以下のとおりです。 

 

•ライトブルー︓ETC が起動中 

•⾚⾊︓起動中に ETC でエラーが発⽣ 

•⽩︓ETC が正常に動作中 

•ピンク︓ETC がシャットダウン中（シャットダウンボタンを押した） 

•消灯(DIM)︓LED が点灯していない場合 ETC は動作していません。まだ電源を⼊れていないか、すでに

デバイスをシャットダウンしています。 

 

ステータス LED にこれらの⾊のいずれかが表⽰されている場合は、次の情報を表⽰しています。 

 

•⻩⾊︓スクリーンショットが USB ドライブに書き込まれています。 （スクリーンショットボタンを押し

ている）。 

•グリーン︓LED が緑⾊に点滅すると、MIDI メッセージ（ノートや連続コントローラーメッセージなど）

が ETC から受信された状態です。ライトが緑⾊のままであると、MIDI メッセージ（クロックメッセージ

と思われる）が ETC に到着します。 

•パープル︓フットスイッチポートからメッセージを受信したことを表しています。 

 

オンスクリーン表⽰ボタン（On Screen Display button） 

現在のシステム情報のを⼀括表⽰するオーバーレイ画⾯を呼び出すトグルボタンです。 

情報は 2 列に表⽰されます。左側のコラムには次のものがあります︓ 

 

•現在のモード。 

•最近ロードされたシーン（該当する場合）。 

•受信 MIDI ノートのインジケータ。 

•背景と前景のつまみの現在の位置。 

•スレッショルド・トリガーが現在使⽤されているかどうかを⽰すインジケータ。 

•⼊⼒オーディオ信号のレベルメーター。 

•バックグラウンドクリア機能が現在有効かどうかを⽰すインジケータ。 

右側のコラムでは 



•いくつかの最新のスクリーングラブのサムネイル。 

•USB Wi-Fi ドングルを使⽤する場合の ETC の現在の IP アドレス。詳細については、第 4 章を参照してく

ださい。 

•現在使⽤されている ETC のメモリ（RAM）の量。 

•接続され認識された USB MIDI デバイス（該当する場合）。 

•ETC の受信 MIDI チャンネル。 

 

オンスクリーンディスプレイボタンを 2 回押すと、ディスプレイが切り替わります。 

オーディオインプット・ゲインノブは、内部ビデオシステムに影響を与えたり、聞こえるオーディオを変

更したりすることはありませんが、おそらく ETC の最も重要なコントロールです。このノブは、現在のビ

ジュアルモードで使⽤するために ETC によって処理される前に、⼊⼒オーディオレベルをスケーリングし

ます。このノブの⽬的は、オーディオ信号の強度を調整し、視覚化のために適切な範囲に調整することで

す。このノブの適切な設定は、接続している信号の種類と使⽤しているモードによって異なります。例え

ば、 

•ギターやマイクを直接 ETC のオーディオ⼊⼒端⼦に接続していますか︖その場合は信号が⼩さいので、

より⾼いゲイン設定が必要になるでしょう。 

 

•パワード・インストゥルメント（シンセサイザーなど）の出⼒、またはミキサーなどのライン出⼒を接続

していますか︖その場合はオーディオ⼊⼒ゲイン・ノブは下げ気味に設定します。 

使⽤しているモードに適した設定になるよう、ゲインノブで調整してください。 



 

 

Row 2: Background Controls 

 
 

2 番⽬の⾏には 2 つのコントロールがあります。バックグラウンド・コントロールは、モードにかかわら

ず固定のグローバル・パラメータです。 

バックグラウンド・コントロール・ノブを使⽤すると、その上にモードが描かれる「キャンバスの背景⾊」

を設定できます。このノブを回すと、使⽤可能な⾊が表⽰されます。 

 

オートクリア・トグルボタンは、すべての状況で使⽤できます。 

各 ETC モードには 1 秒間に 30 回トリガーされる 1 つの描画機能が含まれ、毎秒 30 フレーム（FPS）の

出⼒を⽣成します。このような描画プログラムのデフォルトの動作は、描画機能が実⾏される直前の画⾯

を消去することです。 （これにより、画⾯を覆うバックグラウンド・コントロール・ノブで設定された⾊

になります）。 



 

オートクリア・トグルボタンを使⽤すると、このクリア機能を無効にすることができます。クリアをオフ

にすると、ビデオの新しいフレームがすべて前のフレームの上に描画されます。つまり直前のビジュアル

は消されずに、その上に新しく⽣成されたビジュアルが重なって描写されていきます（次々と塗りつぶさ

れていくようなイメージです）。モードを移動すれば異なるビジュアルパターンを重ねて、複雑なビジュ

アルを完成させることもできます。 

 

オートクリア・トグルボタンをもう⼀度押すと、画⾯をクリアします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Row 3: Foreground Controls 

 
 

3 ⾏⽬の列には、4 つの番号付きノブがあります。これらのフォアグラウンド・コントロール（1〜4）は、

モード内のパラメータを表します。各モードの情報については、⼯場出荷時モードのリファレンスを参照

してください、各パッチには 4 つのトップレベルのコントロールがあり、それぞれのパッチごとに設定さ

れた機能が割りあてられています(モードごとにノブの役割は変わります。詳細はモード⼀覧を C&Ｇのホ

ームページで確認してください（http://etctv.io/modes.html） 

 

モードとシーンの違いについては第 1 章で説明しましたが、モードとシーンの間を移動するときにフォア

グラウンド・ノブがどのように動作するかについて説明します。 

 



別の「モード」をロードすると、ロードされている新しいモードのフォアグラウンド・ノブの現在の値が

維持されます。つまり、フォアグラウンドノブ 1 を 3 時⽅向に回し、フォアグラウンドノブ 3 を 10 時⽅

向に設定した場合、ETC はロードする連続モードにまったく同じ設定を供給します。 

 

フォアグラウンド・ノブが、使⽤しているさまざまなモード間で⼀貫して割り当てられている場合は、よ

り安定したトランジションを提供します。たとえば、フォアグラウンド・ノブ 4 を⾊選択パラメーターと

して使⽤するいくつかのモードをロードした場合、連続するモード間でその同じ⾊の値を使⽤していれば

同様のカラーを維持した安定したトランジションになるということです。 

 

別の「シーン」をロードすると、フォアグラウンド・ノブの値よりも、シーンに保存されている設定を優

先します。シーンをロードすると、シーンに格納されたフォアグラウンド制御値がETCにロードされます。 

 

第 1 章で説明したように、各シーンは基本的に ETC の現在のモード状態のスナップショットです。これに

は、シーンがキャプチャされた時点での各フォアグラウンド・コントロールの値（およびバックグラウン

ドカラーノブとオートクリアトグルボタンの値）と同様に、使⽤されているモードが含まれます。 

 

フォアグラウンド・ノブを回し、ノブの値の変化が検出されるとすぐに、ETC のビデオエンジンに適⽤さ

れます。シーンがロードされた後も同様です。フォアグラウンド・ノブを回すと、新しい値が引き継がれ、

シーンの保存された値が置き換えられます。ロードされた値と現在のノブの位置の差が⼤きいような場合

には、値がジャンプする場合がありますがこれは仕様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Row 4: Functional Controls 

ETC の最下部の列には、数多くのナビゲーションとアクションベースのオプションがあり、全て上品な⽊

製メープルのボタンです。左から右に向かって説明します。 

モード・セレクタボタン 

眼球アイコンのボタンのペアを使⽤すると、現在 USB ドライブにロードされているモードを順番に、逆⽅

向（左）または前進（右）に移動＆セレクトできます。 

 

シーン・セレクタボタン 

カチンコ・アイコンのボタンのペアは、すべての保存されたシーンを後⽅（左）または前⽅（右）にに移

動＆セレクトできます。 

 



シーン・セーブ 

フロッピー・ディスクアイコンのボタンは、現在のモード選択、4 つのフォアグラウンド・コントロール

のすべての値、背景⾊の設定、オートクリア・トグルボタンの状態など、さまざまなパフォーマンス値を

新しいシーンに保存します。この新しいシーンは、シーンリストの最後に配置されます。 

 

さらに、シーンセーブボタンを約 2 秒間押し続けると、最後にロードされたシーンが削除されます。シー

ンを呼び出していくつかの調整をして再保存したい場合は、最初にシーン保存ボタンを数秒間押し続けて

元のシーンを削除してください。満⾜のいく設定が⾒つかったら、いつものように Scene Save ボタンを

押して放して、新しいシーンをメモリに書き込みます。 （新しいシーンが現在のシーンリストの最後に配

置されます）。 

 

 

Screenshot ボタン 

カメラアイコンのボタンです。押すと、現在のビデオモードの出⼒が ETC の USB ドライブ上の静⽌画フ

ァイルにキャプチャされます。このオーバーレイが現在 HDMI 出⼒ポートを介して表⽰されている場合で

も、作成されたスクリーンショットにはオンスクリーン・ディスプレイは表⽰されません。 

 

出⼒ファイルは、0（ゼロ）からの番号で、JPEG ファイルとして保存されます（たとえば、0.jpg、1.jpg

など）。幅 1280 ピクセル×⾼さ 720 ピクセル、72PPI）。 

 

これらのファイルにアクセスするには、まず安全に ETC をシャットダウンした後、USB ドライブをあな

たのコンピュータに接続してください。すべてのスクリーンショットは、ドライブのルート（または最上

位）ディレクトリにある Grabs フォルダにあります。 

 

トリガーボタン 

パネルの⼀番右下のボタンです。このボタンを押すと、ほとんどのモードで割り当てられたビジュアルが

トリガーされます。このトリガーアクションは、オーディオ⼊⼒ポートからのオーディオがスレッショル

ド値を超えることに相当します。 

 

トリガーボタンを押すと、直前に受信したサンプルの ETC のバッファに正弦波が書き込まれます。これら

の 2 つの機能により、ETC にオーディオを流していないときでも、トリガーボタンを押すことで、映像を

トリガーできます。 

 



 

 

The Ports 

 
ほとんどの⼊出⼒端⼦（ポート）は ETC のリアパネルに配置されています。 

 

9VDC 電源ポート 

他の Critter＆Guitari の製品と同様に、電源の出⼒仕様は 9VDC（1000mA、センタープラス極性）です。

正規国内品には適切な PSE 準拠の 100V でご利⽤いただける AC アダプターが付属していますので、必ず

製品に付属しているアダプターのみをご使⽤ください。 

 

HDMI 出⼒ポート 

ETC のビデオ出⼒は HDMI 端⼦です。HDMI ⼊⼒のあるテレビやモニターにのみ接続が可能です。 

 



microSD カードスロット（無表記） 

このスロットに⼊っている SD カードは、内蔵マイクロコンピュータのルートディスクとして機能するオ

ペレーションシステムが内蔵された SD カードです。このカードは絶対に取り出したり、操作したりしな

いでください。 

 

MIDI ⼊⼒ポート 

外部 MIDI コントローラーを接続するためのポートです。 ETC の MIDI 実装に関する情報は第 3 章にあり

ます。 

 

オーディオ⼊⼒ポート 

オーディオ信号⽤のモノラル 1/4”標準⼊⼒です。映像をトリガーする⼊⼒です。 

 

フット・スイッチ・ポート 

1/4 インチ標準ジャックです。サスティーン/ダンパー・スタイルのペダル・ペダルを接続します。 

 

シーンが USB ドライブに保存されている場合、フットスイッチポートで受信した "on"メッセージは、次

の保存されたシーンに進みます。 USB ドライブにシーンが存在しない場合、各メッセージは次に使⽤可

能なモードをロードします。 

 

どちらの場合も、このアクションは最後に利⽤可能なシーン/モードから最初のシーン/モードに戻るなど、

「ラップアラウンド」します。 

 

ETC は、接続されているフットスイッチが「ノーマルオープンポジション」（正極性）であることを前提

としています。 

 

 

最後に、2 つの USB ポートが右側のパネルにあります。 ETC に付属している⼩型の USB ドライブにつ

いてはすでに述べています。 USB ドライブの操作とフォーマットについて詳しくは、第 3 章を参照して

ください。 

さらに多くの USB ポートが必要な場合は、これらのポートの 1 つにハブを接続できます。ハブと接続する

他のデバイスは規定の USB クラスに準拠する必要があります。 

 



 

Chapter Three: Accessing ETC from 

Elsewhere 

 

 

USB ドライブのフォルダ構造 

 

前述のように、ETC の正常動作には、USB ドライブが不可⽋です。モードは USB ドライブから直接実⾏

されます。（シーンやスクリーンショットもこのドライブに保存されます）。 

 

•USB ドライブは、FAT ファイルシステムでフォーマットする必要があります。 

 

•USB ドライブには、最上位にモードと呼ばれるフォルダが含まれている必要があります。 （この名前で

は⼤⽂字と⼩⽂字が区別されます）。ロードするモードはすべて、ここに記述する必要があります。 

 

•USB ドライブのトップレベルには、撮影されたスクリーンショットを格納するための Grabs、格納され

ているすべてのシーンを記録する Scenes.csv というファイル、着信 MIDI を設定する MIDI-Channel.txt

ファイルが必要です。存在しない場合、必要に応じてこれらの項⽬が⾃動的に作成されます。 

 

以下は、ETC 対応の USB ドライブのディレクトリ・リストの例です。ここに 4 つのモードがあり、必要

な main.py ファイルと Grabs フォルダと Scenes.csv ファイルがあります。 

 

Grabs\ 

 0.jpg 

 1.jpg 

 2.jpg 

MIDI-Channel.txt 

Modes\ 

 S - Circle Scope Connected\ 

  main.py 

 S - Feynman\ 



  main.py 

  main.pyc 

 T - Density Cloud\ 

  main.py 

  main.pyc 

 T - Spanish Flash Cards\ 

  font.ttf 

  main.py 

  main.pyc 

  spanish.py 

  spanish.pyc 

Scenes.csv 

 

•上記の 4 つのモードフォルダでは、すべてに必要な main.py ファイルがあります。これらの Python ス

クリプトファイルに ETC モードの最⼩要件が含まれている限り、それらはすべて有効なモードとして扱わ

れ、デバイスの起動時にロードされます。 （プログラミングモードまたは編集モードについては、第 4 章

を参照してください）。 

 

•これらの 3 つのモードフォルダには、main.pyc ファイルも含まれています。これらの中間ファイルは、

ETC の Python コンパイラによって⾃動的に作成されます。これらのファイルは、スクリプトを⾼速化す

ることができますが、PYC ファイルは必須ではありません。 （ここにリストされている最初のモードには

main.pyc ファイルがありません。これは ETC でまだ実⾏されていない新しいモードであることを⽰して

います） 

 

•あなたのモードに必要な他のファイルもモードフォルダに含まれていなければなりません。これには、イ

メージ、追加の Python スクリプト、フォントファイル、または意味を成す可能性のあるその他のものが

含まれます。 

 

•また、モードフォルダにはサブフォルダが含まれていることがあり、これは包含モードで認識できます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

USB ドライブをコンピュータに接続する 

 

新しいモードを読み込んだり、スクリーンショットをダウンロードしたり、Scenes.csv ファイルやモード

⾃体を編集する場合は、ETC の USB ドライブ上のファイルにアクセスする必要があります。 

 

これを⾏う 1 つの⽅法は、USB ドライブをコンピュータに接続することです。ここでそれについて説明し

ます。 （モードを編集するもう 1 つの⽅法は、ワイヤレスアクセス⽤の USB Wi-Fi インターフェイス[別

途購⼊が必要]を使⽤することです。これについては第 4 章で説明します）。 

 

USB ドライブが現在 ETC に接続されている場合は、シャットダウンボタンを数秒間押してユニットをシャ

ットダウンする必要があります。その後、システムがシャットダウンしている間、ステータス LED がピン

ク⾊に変わるのを⾒て、LED が暗くなります。ステータス LED が消灯している場合のみ、USB ドライブ

を安全に取り外すことができます。 

 

付属の USB ドライブを使⽤する場合は、コンピュータに接続する前に正しい⽅向に差し込んでください。

ドライブを上下逆に差し込むことは USB ドライブを痛めてしまうので向きに気をつけてください。 

 

ドライブがコンピュータに接続されると、次のように表⽰されます。 

 



このルートレベルには実際に 3 つのスクリーンショットが格納されている Grabs フォルダが含まれていま

す。 

 

 

スクリーンショットについて 

ファイルをコンピュータにコピーして、USB ドライブからスクリーンショットを定期的に削除することを

お勧めします。USB ドライブの空きスペースを確保するためです。 

 

トップレベルには Scenes.csv ファイルもあります。カンマで区切られた値のこのファイルは、テキスト

エディタで開いた場合、各⾏は次のようになります。 

 

bouncing-ball,0.0,0.2668621700879765,0.5141739980449658,0.7526881720430108,1.0,False 

 

これらの値は以下を表します。 

 

モード、フォアグラウンド 1 コントロールノブ、フォアグラウンド 2 コントロールノブ、フォアグラウン

ド 3 コントロールノブ、フォアグラウンド 4 コントロールノブ、背景⾊ノブ、⾃動クリアトグルボタン 

 

興味があれば、これらのシーンの値を編集したり、単にラインを並べ替えることができます。しかし、場

合によっては、ファイルのローカルコピーを最初に作成することもできます。 （状況が悪化した場合は、

Scenes.csv を削除するだけで済みます。新しいファイルが必要な場合は、ETC が作成します）。 

 

最上位のモードフォルダの内部では、4 つのモードが選択され（⻘⾊で表⽰されます）、その内容が公開

されます。したがって、上記の例では、ETC で利⽤可能な 4 つのモードは S  -  Circle Scope Connected、

S  -  Feynman、T  -  Density Cloud、および T  -  Spanish Flash Cards です。さらに⼯場モードで

の練習では、先⾏する S  - がスコープモードを⽰し、先頭の T  - がトリガーモードを⽰しています（第

1 章を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETC’s MIDI Configuration 

ETC の MIDI ⼊⼒ポートには、外部 MIDI コントローラーを接続することができます。デバイスは標準の 5

ピンDINコネクタで接続するだけでなく、USB-MIDIデバイスも互換性があれば使⽤することができます。

しかし、ドライバーのインストールを必要とするようなコントローラーは、恐らく期待どおりに動作しな

い可能性が⾼いです。 

 

ETC は指定されたチャンネル（デフォルトでは、MIDI チャンネル 1）の受信 MIDI メッセージだけを読み

取ります。そしてその MIDI メッセージのなかの決まったサブセットだけが、実際に ETC をコントロール

できます。 

 

つまり、コントローラが ETC が認識できないメッセージを送信した場合でも、ETC には何の影響も与えま

せんので、「アクティブセンシングの無効化」などについて⼼配する必要はありません。 

 

ETC が使⽤する MIDI メッセージや MIDI チャンネルについて説明します。 

 

Control Change Messages 

コントローラー番号 21〜25 を使⽤するコントロール・チェンジ・メッセージは、ETC をコントロールで

きます。以下のノブは、リストされたコントローラ番号に対応しています。 

 Controller Number 21 > Foreground 1 Control knob 

 Controller Number 22 > Foreground 2 Control knob 

 Controller Number 23 > Foreground 3 Control knob 

 Controller Number 24 > Foreground 4 Control knob 

 Controller Number 25 > Background Color knob 

着信する各メッセージの値は、それぞれのコントローラの現在の値を置き換えます。したがって、フォア

グラウンドノブ 2 が右端に回っていても、番号 22 のコントローラメッセージが 0 の場合、フォアグラウ

ンドコントローラ 2 の値はゼロに置き変わります。フォアグラウンド 2 コントロールノブをもう⼀度動か

すと、そのコントロールが復元されます。 

 



Program Change Messages 

ETC によって受信されたプログラム変更メッセージは、メッセージの値によって指定されたシーンに切り

替わります。したがって、値が 1 のプログラムチェンジメッセージが受信された場合、ETC は最初に格納

されたシーンに切り替わり、値 4 のプログラムチェンジメッセージは第 4 シーンに切り替わります。 

ETC にシーンが格納されていない場合、これらのプログラム変更メッセージは同様にロードされたモード

にマップされます。したがって、値 1 のプログラム変更メッセージは、第 1 のモードに切り替わります。

値 9 であれば 9 番⽬のモードに切り替わります。 

 

Note Messages 

すべての受信ノート・メッセージ（グローバル MIDI チャンネル）は、ETC によって受信されます。これ

らのノートメッセージに関する情報は、次の 2 つの⽅法で提供されます。 

 

•ETC はすべての着信するノートメッセージをトラックし、どの⾳程がオンで、その⾳程がオフかを確認し

ます。 

 

•ETC は、前のビデオフレーム以降にメッセージの MIDI ノートが受信されると通知を出します。これはモ

ードで "ノートトリガー"エフェクトを作成するのに便利です。 

 

いずれのモードでも、これらのステータスデータのいずれか、または両⽅を使⽤できます。 

 

さらに、最後の MIDI ノート（ピッチ 127）は、オートクリア機能の状態をトグルするために使⽤され、

オートクリアトグルボタンを押すたびに同じように機能します。したがって、ピッチ 127 のメッセージの

どのノートも現在の状態をトグルします（オンの場合はオフに）。 

 

 

 

 



MIDI Clock Messages 

ETC はまた、MIDI クロックのリアルタイムメッセージを受信できます。 

 

MIDI のタイミングクロック・メッセージは同期のために 4 分⾳符あたり 24 回受信されます。したがって、

ETC がタイミング・クロックメッセージを受信するたびに、内部カウンタが 1 ステップ増加し、24 番⽬

のステップの後、カウンタはリセットされます。さらに、スタート・メッセージは、次のクロック・ビー

トでカウンタをリセットさせます。 

ETC のこの内部カウンタ値は、それを使⽤したい任意のモードにアクセス可能である。カウンターの選択

ステップを使⽤することで、好みに合わせてリズミカルにエフェクトを作成することができます。 

 

また、MIDI クロックメッセージはシステムの MIDI メッセージであることに注意してください。つまり、

ETC の現在のグローバル MIDI チャンネルに関係なく、これらのメッセージが受信され使⽤されます。 

 

Changing the Global MIDI Channel 

USB ドライブのトップレベルの MIDI-Channel.txtat というファイル（プレーンテキストファイル）には、

単⼀の番号のみを含める必要があります。数字が 1〜16 の場合、ETC は指定された MIDI チャンネルのみ

を受信し、他のすべてのチャンネルは無視されます。 

 

テキストファイルの内容を 0（ゼロの数）に設定すると、ETC がオムニモードに切り替わり、受信メッセ

ージの MIDI チャンネルを無視し、受信したすべてに応答するように指⽰されます。 

 

たとえば、キーやノブ（通常はチャンネル 1 で送信）とドラムパッド（チャンネル 10 で送信されること

が多い）の両⽅を持つ MIDI コントローラーを使⽤している場合は、これが望ましい場合があります。 

 

最後に、この MIDI-Channel.txt ファイルが削除されたか、または読み込めない場合、ETC は起動時にデ

フォルトで MIDI チャンネル 1 になります。 

 

 

 

 

 



 

 

Chapter Four: Programming For ETC, and 

Access via Wi-Fi 

この章では、ETC の仕組みや、フレームワークで利⽤できるメソッドを簡単に説明していますが、コーデ

ィング⽅法については、ここで⼀から説明することが不可能です。現在では、⼀般的なプログラミングや

特定の⾔語（Python など）について学ぶのに役⽴つ豊富なリソースが⽤意されています。インターネット

や書物でこのプログラミングを学び、ぜひ ETC を活⽤してみてください。 

 

＊プログラミングや特定の⾔語（Python など）、ETC のモードなどの改造、新規作成などについて、弊

社ではサポートができません。あらかじめご了承ください。プログラミングができなくても、メーカーや

ユーザーがシェアーする新しいモードやプログラムを無限にお試しいただくことが可能です。 

 

さて、既にコーディングを楽しんでいる（またはそれを考えている）場合や、表現する必要のあるビデオ

のアイデアがある場合は、進んで説明していきましょう。 

 

この章では ETC モードの概念を簡単に説明してみます。次に、ETC のアプリケーション・プログラム・イ

ンターフェース（API）の概要を説明します。最後に、デバイスの実⾏中にモードを編集する⽬的で、ETC

に接続する⽅法を⾒ていきます。これはオプションの USB Wi-Fi インターフェースを介して⾏うことがで

きます。USB Wi-Fi インターフェースは別売です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

モードスクリプトの仕組み 
 

Python, Pygame, and ETC 

ETC のモードは Pygame のグラフィック・ライブラリを使って Python で書かれています。したがって、

Python は使⽤されているプログラミング⾔語であり、描画を実⾏するグラフィックスライブラリは

Pygame からのものです。 

 

Python には数多くのモジュールを備えた豊富な標準ライブラリがあり、いずれも ETC のモードで使⽤で

きます。モジュールの完全なリストは Python のドキュメントにあります。⼯場出荷時のモードでは、glob, 

imp, math, random, time などのモジュールが表⽰されています。どのようにライブラリモジュールが動

作するか、あるいは Python ⾃体についてもっと学ぶためには以下のサイトの内容が役たちます（英語）。 

https://docs.python.org/2/library/ 

Pygame はもともとはビデオゲーム開発⽤に書かれた Python モジュールです。 ETC は、Pygame のグ

ラフィック・ライブラリを使ってビジュアルを作成しています。利⽤可能なモジュールの完全なリストは、

Pygame のドキュメンテーションの Reference セクションにあります。いくつかのファクトリー・モード

では、pygame.freetype や pygame.gfxdraw などの追加ライブラリを使⽤しますが、他のグラフィック

ス関連モジュールも使⽤できます。 

 

Pygame はグラフィカルな出⼒をサーフェス上にレンダリングします。これは Python スクリプトを

Pygame 出⼒に接続する⽅法です。これについては次のセクションで説明します。 

 

ETC が起動すると、USB ドライブの Modes フォルダ内のすべての有効なモードが識別されます。そして、

これらのモードを同時にロードします。この並⾏動作は、モードを瞬時に滑らかに切り替えるものですが、

検討する価値のあるものもいくつか追加しています。 

 

•メモリを消費するモードが常に実⾏されます。 

⼤量の RAM を必要とするモード（たとえば、セットアップ（ ）中に多数のイメージをロードする）をロ

ードする場合、別のモードが呼び出されて出⼒が⽣成されてもこのメモリが使⽤されています。 

 



そのため、ETC の性能が遅い場合は、これらがメモリを奪うようなモードの 1 つになる可能性が⾼いこと

に注意してください。これをトラブルシューティングする 1 つの⽅法は、テスト中に（Modes フォルダか

らいくつかのモードを移動することによって）より少ないモードを読み込むことです。 

 

•サポートファイルは最⼩限に抑えてください。 

ここでも、良い例はイメージをロードするモードです。モードフォルダ内のイメージを 10MB 以下に保つ

ことをお勧めします。また、ロードされたイメージファイルのサイズはしばしば最適化されることに注意

してください。カメラなどから写真を直接ダウンロードする場合は、解像度を ETC の出⼒解像度（1280 x 

720）に近づけるか、またはそれ以下に下げることをお勧めします。 

 

Minimum Mode Requirements 

各モードがグラフィック出⼒を⽣成するための基本的な要件は 4 つのみです。 

 

1. "pygame"モジュールのロード 

Python のどのモジュールとも同じように、これはステートメントのインポートで⾏われることになります。

だから ETC モードのスクリプトは、まずこのように始まる必要があります・・・ 

 

2. import pygame 

   

3.「setup」ファンクションは実際にはオプションですが、強く推奨されてます。 setup（）は、モード

がロードされると⾃動的に呼び出されます。これは、ビデオがレンダリングされる前に、⼀度だけ必要な

操作を実⾏するクリーンな⽅法です。 

 

4.「draw」ファンクションは、ビデオ出⼒の各フレームをペイントするために毎秒 30 回実⾏される関数

です（毎秒 30 フレーム[fps]と考える）。最後のフレーム以降のコントロールの変更、更新されたオーデ

ィオ情報の再描画、受信したトリガーや、その他のメッセージに基づく変更の実⾏など、共通のアクティ

ビティがあります。 

 

5. 出⼒を「screen」サーフェスにルーティングします。 ETC は screen と呼ばれる予約済みの Pygame

サーフェイスを作成します。このサーフェスは、HDMI ポートを介して表⽰するために送信されるもので

す。 

 



A Simple Mode Example 

たいへんシンプルな ETC のモードを実際に紹介してみましょう。 

import pygame 

 

def setup(screen, etc): 

 pass 

 

def draw(screen, etc): 

 size = 640 

 position = (510, 500) 

 color = (255, 0, 0) 

 pygame.draw.circle(screen, color, position, size, 0) 

 

この基本的な main.py の例を⾒てみると、上記の⼿順 1 で概説したように、まずは pygame モジュール

を読み込むことから始めます。次に、setup（）関数を定義します。これは空⽩ですが、必要に応じて使⽤

します。 

 

次に draw（）関数があります。関数の最初の 3 ⾏は、pygame.draw.circle（）関数の呼び出しで使⽤さ

れるローカル変数を定義しています。そして、この例の最初の引数が⽰すように、この関数はスクリーン

⾯を指しており、HDMI 出⼒ポートを通して ETC から”draw”メッセージを取り出しています。 

 

これは最も簡単なモードです。その結果も同じようにシンプルです。⾚い円が、画⾯の中央付近、それぞ

れのフレームに永遠に描画されます。 

 

 

 

 

 



 

ETC’s API 

⼀般的なフレームワークと ETC のモードを⾒てきたので、ETC で作業するときに利⽤できる API を⾒て

みましょう。 etc オブジェクトには、さまざまな変数が含まれています。これらの変数は、すべてのモー

ドからアクセスできます。 

 

etc.audio_in - ETC によって登録された最新の 100 のオーディオレベルのリスト。これらの値は、最低

でも-32,768 から最⼤で+32,767 までの 16 ビットの符号付き整数として格納されます。さらに、トリガ

ーボタンを押すと、このリストに正弦波が⼊⼒され、ETC へのオーディオ⼊⼒をシミュレートします。 

 

etc.audio_trig - draw（）関数を使⽤して最後のフレームを描画した後に、着信オーディオが固定のス

レッショルドレベル（最⼤値の約 80％）を超えたかどうかを⽰すブール値。さらに、[トリガー]ボタンを

押すと、etc.audio_trig が true に設定されます。 

 

etc.bg_color -現在の背景⾊の⾚、緑、⻘の各成分を表す 3 つの整数の組です。 

 

etc.knob1 -フォアグラウンド 1 コントロールノブの現在の値を表す浮動⼩数点。 

さらに、現在のグローバル MIDI チャンネルの 21 番の MIDI コントロールチェンジメッセージが、ノブが

再び動かされるまでフォアグラウンドノブ 1 の値に置き換えられます。 

 

etc.knob2 -フォアグラウンド 2 コントロールノブの現在の値を表す浮動⼩数点。 

さらに、現在のグローバル MIDI チャンネルの 22 番の MIDI コントロール・チェンジ・メッセージが、ノ

ブが再び動かされるまでフォアグラウンド・ノブ 2 の値に置き換えられます。 

 

etc.knob3 -フォアグラウンド 3 コントロールノブの現在の値を表す浮動⼩数点。 

さらに、現在のグローバル MIDI チャンネル上で 23 番の MIDI コントロールチェンジメッセージが⼊⼒さ

れると、ノブが再び動かされるまでフォアグラウンドノブ 3 の値が置き換えられます。 

 

 

etc.knob4 -フォアグラウンド 4 コントロールノブの現在の値を表す浮動⼩数点。 

さらに、現在のグローバル MIDI チャンネル上の 24 番の MIDI コントロール・チェンジ・メッセージが、

ノブが再び動かされるまでフォアグラウンド・ノブ 4 の値を置き換えます。 

 



etc.lastgrab - 最後に撮影したスクリーンショットの画像を含む Pygame のサーフェス（スクリーンシ

ョットボタンを使⽤）。このサーフェスのサイズは 1280 x 720 で、スクリーンショットのフルサイズに

⼀致します。 

 

etc.lastgrab_thumb -最後に撮影したスクリーンショットのサムネイル画像が含まれている Pygame

サーフェスです（スクリーンショットボタンを使⽤）。このサーフェスは、128×72 の⼨法を有する。 

 

etc.midi_notes - 128 種類の MIDI ノート・ピッチを表すリスト。このリストの各値は、そのノートが

現在オンかどうかを⽰します。たとえば、 "ミドル C"（MIDI ノート 60）が次のようなもので押されてい

るときに実⾏されるスレッショルド関数を作成できます。 

 

if etc.midi_notes[60] : yourFunctionHere() 

 

etc.midi_note_new -（draw（）関数を介して）最後のフレームが描画されてから少なくとも 1 つの新

しい MIDI ノートオンメッセージが受信されたかどうかを⽰すブール値。 

 

etc.midi_clk - ETC の内部 MIDI クロックを表す整数。第 3 章で説明したように、これは MIDI のリアル

タイムメッセージの実装です。 etc.midi_clk の値は 1 から始まり、タイミングクロック・メッセージが受

信されるたびに増加します。 

 

カウンタが最⼤値 24 に達すると（またはリアルタイムのスタートメッセージが受信されるたびに）、カウ

ンタは次のティックで 1 にリセットされます。 

 

これらの MIDI メッセージがリズミカルな時間として ETC に送信されると、モードが指定のビートでトリ

ガーされる可能性があります。たとえば、4 分⾳符あたり 24 ティックの標準レートでリアルタイムメッセ

ージを送信する場合、このようなトリガー機能を使⽤して 16 分⾳符ごとに動作させることができます。 

 

if (((etc.midi_clk-1)%6)==0) : yourFunctionHere() 

 

etc.mode – 現在のモードの名前の⽂字列。 

etc.mode_root -現在のモードのフォルダへのファイルパスの⽂字列。これは 



/ USBdriveName / Modes / CurrentModeFolder のようなものを返します。これは、イメージ、フォン

ト、またはその他のリソースをモードのフォルダからロードする必要がある場合に便利です。 （これを⾏

うには、setup（）関数が適切な場所になります）。 

 

これらの変数のすべてに加えて、etc オブジェクトに関連する関数が 1 つあります。 

 

etc.color_picker() -この機能は、フォアグラウンド 4 コントロールノブの値をカラーに変換します。こ

の関数は、呼び出されると、この⾊の⾚、緑、⻘の成分を表す 3 つの整数を返します。⼯場出荷時のモー

ドでは、このような関数によってローカル変数（通常は⾊）が設定されていることがよくあります。 

 

color = etc.color_picker（） 

 

このアイデアで、フォアグラウンド・ノブ 4 に基づいてフォアグラウンド・カラーを簡単に設定できます。

このマッピングを使⽤するモードを切り替えると、フォアグラウンド（およびバックグラウンド）の⾊が

⼀貫して、より流動的になります。  

これは、あなたが利⽤できる ETC モードエディタ/ライターである API コンポーネントを表しています。

値がハードウェアコントローラに基づいている変数の場合、シーンを変更すると、使⽤中の値が⼀時的に

上書きされることがあります（シーンの詳細については、第 2 章を参照してください）。 draw（）関数

は⽣成されたすべてのビデオフレームに対して呼び出されるので、draw（）関数内の変数のいずれかを照

会することは、モードの出⼒を動的に更新する有効な⽅法です。 

この説明書内で実際のモードの作り⽅を説明することはできません。ETC はそれらのプログラムを適応で

きるハードウェアです。プログラム⾔語はあなた⾃⾝が⾔語を学び、それを ETC に応⽤する必要がありま

す。 

 

Python の実⽤的な知識を持ち、調整や全く新しいモードのアイデアを思いつき、それをプログラムするこ

とは楽しいことです。各⾃でぜひチャレンジしてみてください︕ 

 

＊弊社では ETC のプログラミングに関する⼀切のサポートは⾏っておりません。各ユーザーがそれを学び

実践してください。 

 

 

 

 



 

 

Wirelessly Programming with the USB Wi-Fi Interface 

第 3 章では、USB ドライブのフォーマットと、新しいモードを追加する⽅法と、ドライブをコンピュータ

に接続してファイルやフォルダを操作する⽅法について説明しました。 ETC の新しいモードを編集したり

作成したりする場合は、ETC の USB ドライブをコンピュータに接続してください。 

 

しかし、ETC の電源を切ったり、USB ドライブを抜いたり、USB ドライブをコンピュータに接続したり、

興味のあるファイルを⾒つけて編集したり... 結構⾯倒だとは思いませんか︖だから私たちは皆様のため

にもっと便利なワークフローを考えてみたのです。 

*USB Wi-Fi インターフェースは⼀般的な PC アクセサリとなりますので使⽤についてのサポートは弊社

では⾏いません。あらかじめご了承ください。 

 

USB Wi-Fi インターフェイスの準備 

 

ETC を使⽤可能な状態にしながらにして、主要なスクリプト（各モードの main.py ファイル）を編集でき

るようにするため、ETC では USB Wi-Fi インターフェイスを使⽤可能です。USB Wi-Fi インターフェイ

スは付属していません︕⼀般的な商品を別途お買い求めください。 

 

ETC で USB Wi-Fi インターフェイスを使⽤するには設定が必要です。 WiFi.sh という名前のファイルを

作成し、USB ドライブのルートレベルに配置する必要があります。このシェルスクリプトは、あなたが選

択したネットワーク名とパスワードを使⽤して独⾃のアドホック Wi-Fi ネットワークを作成するよう ETC

に指⽰します。ファイルのテンプレート・バージョンは次のようになります... 

 

#!/bin/bash 

create_ap wlan0 eth0 NETWORK_NAME PASSWORD & 

WiFi.sh のテンプレート・ファイルが以下からダウンロード可能です。 

http://etctv.io/WiFi.sh.html 



このファイルをダウンロード、または上記の 2 ⾏をテキストエディタに貼り付けた後、次の操作を⾏いま

す︓ 

 

1. NETWORK_NAME を、ETC が作成するネットワーク名（読み取り︓SSID）に変更します。 

 

2. PASSWORD を、ETC がこの新しいネットワークに使⽤するパスワードに変更します。 

 

3.このファイルを WiFi.sh という名前で保存します。 （テキストエディタが.txt などのファイル名の最後

に追加のファイル拡張⼦を追加しないことを再度確認します）。このファイルのコピーが ETC の USB ド

ライブの最上位に保存されていることを確認します。 

 

4. USB ドライブを ETC の USB ポートの 1 つに接続し、USB Wi-Fi インターフェイスを他の USB ポート

に接続し、ETC の電源を⼊れます。 

 

ETC が起動すると、ほかのネットワークと同様に ETC の Wi-Fi ネットワークを⾒つけて接続することがで

きます。以下の例では、ETC のネットワーク名を ETCETC と命名しました。 

 
 



Wi-Fi 経由でインターネットに接続している場合は、ETC の Wi-Fi ネットワークに切り替えると「オフラ

イン」になりますので、このマニュアルやクリッター＆ギターリ・サイトなどのオンラインリソースへの

アクセスは制限されます。可能であれば、他の⽅法（イーサネットケーブルや Bluetooth など）でインタ

ーネットに接続すると、ETC に接続している間にオンラインになることができます。 

 

Using ETCʼs web console 

ETC の Wi-Fi ネットワークに接続したら、ウェブブラウザを開いて、以下のアドレスにアクセスしてくだ

さい。 

http://192.168.12.1:8080/static/index.html. 

 
これは、ETC の Web コンソールのリンク先ページです。⼀番上の⾏の簡単なナビゲーションバーには、

エディタとスクリーングラブの 2 つのページがあります。現在のページはデフォルトのエディタページで、



左側にロードされたモードのリストと、そのリストの下にあるいくつかの機能オプションと、画⾯の右側

にあるフレンドリーなコードエディタを⽰しています。いずれかのモードをクリックすると、表⽰および/

または編集するためにそのモードがロードされます。 

 
 

ウィンドウの右側は、実際には⾏番号と構⽂強調表⽰/⾊付けを含むコードエディタです。基本的なテキス

トエディタと同じように編集できます。変更後、モードリストの下に機能が必要になります。 3 つの機能

が利⽤できます。 

 

•reload 

使⽤可能なモードのリストをリフレッシュします。 

 

•save 

変更したファイルを USB ドライブに書き込みます。 

 

 

 



・save new 

現在コードエディタにロードされているモードのコピーとして新しいモードを作成します。 [新規保存]を

クリックすると、そのフォルダが書き込まれる前に新しいモードに名前を付けるかどうかを確認するダイ

アログボックスが表⽰されます。 

 

コードエディタでモードスクリプトを変更したら、[保存]をクリックして変更を確定します。これにより、

ETC は現在のモードをリロードし、HDMI 出⼒による変更の視覚的結果をすぐに表⽰します。 

 

上のナビゲーションバーの「Screen Grabs」リンクをクリックすると、「画⾯取得」ページがロードされ

ます。 

 

 
このページには、保存されているすべてのスクリーンショットのサムネイルが表⽰されます。まだ 3 章の

例のファイル構造を使⽤していますが、ここでは USB ドライブの Grabs フォルダから 3 つのスクリーン

ショットを⾒ることができます。これらのサムネイル画像のいずれかをクリックすると、より⼤きなプレ

ビューが表⽰されます。 



 
スクリーンショットをコンピュータに保存する場合は、サムネイルまたは⼤きな画像プレビューを右クリ

ックし、コンテキストメニューを選択して画像を保存します。 （どちらのイメージもフル解像度のバージ

ョンにリンクしています）。 

 

それは ETC の Web コンソールの⼀般的な概要をカバーしています。いくつかの機能は USB スティックを

コンピュータに接続するだけで済むにもかかわらず（第 3 章を参照）、Web コンソールでは撮影したすべ

てのスクリーンショットをすばやくサンプリングし、オンザフライでプログラムすることができます。 

 

ETC で独⾃の調整やプログラミングを計画している場合は、USB Wi-Fi インターフェイスを使⽤するとた

いへんに便利です。 

 

 

 

 

 

 



 

トラブルシューティング 

もし ETC が起動しなくなるようなトラブルがあった場合には、以下のような⼿順でご確認ください。 

 

1、USB ドライブの中⾝を PC で確認 

フォルダーの名前が正しいフォルダ名 

 

・Modes 

・Grabs 

 

になっているかを確認してください。 

 

ETC は起動時に、これらのフォルダーを OS が探しに⾏き、 

モードを読み込むため、このフォルダ名が変更されてしまうと 

起動ができません。 

 

これらのフォルダ名は変更しないようお願いいたします。 

 

また、以下のトラブルシューティングをお試しください。 

 

1、まずは Grab フォルダーの中⾝を捨てる（画⾯キャプチャーがボタン⼀つのため、知らない間にたくさ

ん押してしまっていて、⼤量のキャプチャー画像がたまってしまう） 

 

2、USB ドライブの中のファイル”Scenes.csv” にエラーがある可能性があります。”Scenes.csv”ファイ

ルをゴミ箱に捨てて消去した後、再起動してください。（捨ててもまた⾃動で”Scenes.csv”は作成されま

す） 

 

3、それでも駄⽬な場合は、モードファイルが壊れていることも考えられます。最新のモードを本国サイト

からダウンロードして置き換えてください。 

https://github.com/critterandguitari/ETC_Modes/archive/master.zip 

 

 

 

 



 

Notes 

・このユーザーガイドとその内容は、予告なしに変更されることがあります。 

 

・このユーザーガイドで発⽣したエラーや不正確さについては、弊社や本国メーカーは責任を負いません。 

 

・クリッター＆ギターリ社の事前の書⾯による許可なく、本書のいかなる部分も、いかなる⽬的のために

も、複製、複製、編集、またはその他の⽅法で送信または記録することはできません。 

 

・「Critter＆Guitari」は、Critter＆Guitari Inc.の登録商標です。「Organelle」は、Critter＆Guitari Inc.

の商標です。 

 

・プロミング⾔語や Wi-Fi インタフェースなどについての⼀切のサポートは弊社では⾏うことができませ

ん。 

 

・すべての仕様は予告なしに変更されることがあります。 

 

 


