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重要- 安全のための注意事項

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

注意事項をお読みください。
注意事項の書類は手の届くところに保管しておいてください。
全ての警告をお守りください。
全ての指示に従ってください。
本機器は水の近くで使用しないでください。
掃除には、乾いた布のみを使用してください。
換気口は塞がないようにしてください。
製造者の指示に従って設置してください。
ラジエーター、
暖房送風口、
ストーブをはじめ、熱を発生する機器
（アンプを含む）
の近くに設置しないでください。
9.有極プラグやアース付きプラグは安全性を確保するための構造です。
無効にしないでください。有極プラグは、二本のブレードのうち、一方
が幅広になっています。アース付きプラグは、二本のブレードと、一本
のアース棒が付いています。幅広のブレードおよびアース棒は、
使用者の安全を守るためのものです。製品に付属するプラグが
コンセントの差し込み口に合わない場合は、電気工事事業者に相談
し、古いコンセントを新しいものと交換してください。
10. 電源コードは、特に差し込み部分、延長コード、機器から出ている
部分において、人に踏まれたりはさまれたりしないように保護して
ください。
11. アクセサリーや装着器具は、製造者指定のもののみを
ご使用ください。
12. カート、
スタンド、三脚、
ブラケット、
テーブルは、
この装置用に販売されて
いるもの、
または製造者が指定するもののみを
使用してください。
カートを使用する場合は、機器を載せて
移動する際に、機器の落下や怪我に注意してください。
13. 雷雨の発生中または長期間使用しない場合は、
プラグを
コンセントから抜いてください。
14. 保守整備は、必ず資格を持ったサービス技師にご依頼
ください。電源コードやプラグの損傷、機器に液体が
かかったまたは異物が入り込んだ場合、機器が雨や湿気に
さらされた場合、正常に動作しない場合、機器を落とした
場合など、機器が何らかの状態で損傷した場合には保守
整備が必要です。

注意
本マニュアルに明示されていない本体への変更・改造
を行った場合、本機器を操作する資格を失うことがあ
ります

保守整備（サービス）
保守整備は、必ず資格のある作業担当者が実施してください。

警告
火災や感電のリスクを軽減するために、機器を雨や湿気にさらさない
でください。花瓶等液体の入ったものを機器の上に置かないでください。
閉じられた空間に設置しないでください。

EMC / EMI

Electromagnetic compatibility /
Electromagnetic interference
本機器はFCC規準Part 15に準ずるClass Bデジタル機器の
制限事項に適合するための試験に合格しています。
これらの制限
事項は、居住地域での設置時に生じうる有害な電波障害を規制
するために制定されたものです。本機器は無線周波エネルギーを
生成・使用しており、
これを放射することがあります。指示に従った
設置と使用を行わないと、無線通信に障害を及ぼす可能性が
あります。
しかしながら、特定の設置状況において電波干渉を
起こさないという保証はありません。本機器がラジオやテレビの
受信に障害を与えていないかを判断するには、本機器の電源を立ち
下げてから再度立ち上げてください。障害を及ぼすことがわかった
場合、次の方法で干渉の解消を試みることを推奨します。
受信アンテナの向き、設置場所を変更する
本機器と受信機の距離を遠ざける
本機器を受信機と別の系統の電源回路に接続する
販売代理店、
または経験のある無線／TVの技師に相談する
For customers in Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
本Class Bデジタル機器は、
カナダICES-003に準拠しています。
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à
la norme NMB-003 du Canada.

本書で使用する記号
三角形に括られた矢印付きの落雷マークは、接触する
と感電の恐れがある、危険な高電圧の絶縁されていな
い部品が機器内部に配置されていることを示します。

三角形に括られた
「!」
サインは、機器を操作またはサー
ビス作業を実施するうえで重要な指示が、製品に付属
の文書類に記載されていることを示します
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1 このマニュアルについて

3

インプット／アウトプット／コントロール類

このマニュアルは、製品の機能と操作方法の情報が含まれます。重要な情報を見落とす
ことのないよう、マニュアルは全体を通してお読みください。
接続を完了する前に機器を操作しないでください。まず、「2.3接続」の項で説明している
ように外部機器に接続してください。 以降のセクションでは、「2.3接続」の項を理解し、
すべての接続が行われていると仮定しています。
本マニュアルはPDF形式でのみ配布されており、TCエレクトロニックのウェブサイトから
ダウンロードできます。各ページ本マニュアルの内容は、予告なく改訂されることがあります。
マニュアルの最新版をダウンロードするには、TCエレクトロニックのウェブサイトを
ご参照ください。
tcelectronic.com/support/manuals

1

2 はじめに
同じラインを数回オーバーダブするダブリングの手法は、音に厚みを加える一般的な
レコーディング・テクニックの一つです。この効果をシミュレートするための
プロセッサーはいくつか存在しますが、それらは独特のエフェクト感は得られるものの、
実際にオーバーダブを行った時のような有機的な効果を再現することはできません。
Mimiq Doublerは、スタジオでマルチ・トラッキングを行った時のような、タイミングや
ピッチなどのランダムなズレを再現し、サウンドに有機的なニュアンスを与えます。
Mimiq Doublerは、演奏に対して最大3つまでのクローン・トラックを生成します。
クローン・トラックは、演奏を忠実に複製することも、タイミングやピッチを微量に、
もしくは極端にズラすことも可能です。
ステレオI/Oを装備したMimiq Doublerを使えば、広大なトーンの世界を実現できます。
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2.1セット 内容
製品パッケージに次のアイテムが含まれていることをご確認ください。
エフェクト・ペダル本体 x 1
TCエレクトロニック・ギター用製品リーフレット x 1
TCエレクトロニック・ステッカー x 1
搬送時の破損がないことを確認します。万一破損が確認された場合は、配送業者と発送元に
ご連絡ください。製品の外箱と梱包材は保存しておいてください。万一搬送時に破損が生じた
場合の証明として必要となることがあります。

2.2 トゥルーバイパス
TCはシンプルな音に対する信念を持っています。TC製品を使用している間のサウンドは素晴らしく
あるべきで、使っていない時にはその機材の「音」
は一切聞こえるべきではない、
と考えます。
本ペダルはトゥルー・バイパス仕様で、
ペダルのバイパス時にもトーンに影響を与えません。
製品の前後に接続する機器の数や種類、使用する全体的なケーブル長によって、
トゥルー・バイパス／バッファード・バイパスのモード切り替えを行った方が良い場合がありま
す
。
詳細は、
「6.2トゥルー・バイパスとバッファード・バイパスの切り替え」
セクションをご参照ください。

2.3 接続
ペダルに次の仕様の9Vパワーサプライを接続します。

本製品にパワーサプライは付属しませんので、
ご注意ください。別売オプションの
TC Electronic Powerplug 9を推奨します。パワーサプライが手元にない場合には、
バッテリー駆動も可能です。電池交換の詳細については、
「電池の交換」
をご参照ください
パワー・サプライをコンセントに接続します。
楽器からペダル右側のインプット・ジャックに楽器用¼“標準フォンケーブルを接続します。
ペダル左側のアウトプット・ジャックから次のエフェクターまたはアンプに楽器用¼“標準フォン
ケーブルを接続します。

3.1 電源とコンピューターとの接続
1

電源入力端子

ペダルの電源をオンにするには、本体のパワー・イン・ソケットにパワーサプライを
接続します。電源のコネクターは、標準的なセンターマイナスの5.5／2.1 mm DC
プラグです。100 mA以上の容量を供給できる9Vパワーサプライが別途必要です。
TC Electronic PowerPlug 9の使用を推奨します。ハムノイズ対策の観点から、
パワーサプライは出力がそれぞれアイソレートされているものをご使用ください。
パワーサプライが手元にない場合は、本製品をバッテリーで駆動できます。電池交換
の詳細については、「電池の交換」をご参照ください。

2

USBポート

TonePrintセッティングを転送するためのMini-B USB端子です。TonePrint Editor
からアーティストTonePrintを転送、または自作のTonePrintを転送できます。詳細
は、「TonePrint」セクションをご参照ください。また、本機用のソフトウェア・アッ
プデートがリリースされた場合は、アップデート作業にこのポートを使用します。
詳細は、「ファームウェアのアップデート」セクションをご参照ください。

3.2 スイッチ
3

フットスイッチ

エフェクトをオンにするには、フットスイッチをタップします。
エフェクトをオフにするには、フットスイッチを再度タップします。

4

LEDインジケーター

エフェクトがオンになると、LEDが点灯します。

3.3 オーディオ・インプット＆アウトプット
5

オーディオ・インプット（ステレオ）

インプット・ジャックは、モノラル／TSの標準¼"ジャックです。
音声ソースの信号がモノラルの場合は、「MONO」側にジャックを挿入します。
音声ソースの信号がステレオの場合は、L chシグナルを「MONO IN」に、
R chシグナルを「STEREO IN」に入れます。

6

オーディオ・アウトプット（ステレオ）

アウトプット・ジャックは、モノラル／TSの標準¼"ジャックです。
本製品の次に接続する機器がモノラル入力となる場合は、本製品の「MONO OUT」端子
と 次に接続する機器のインプット端子を接続します。
本製品の次に接続する機器がステレオ入力に対応している場合は、本製品の
「MONO OUT」端子を次に接続する機器のL chに 、「STEREO OUT」端子をR ch
に接続します

5
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3.4 エフェクト・コントロール
各ノブの機能は、あくまでもデフォルトの割り当てのものです。TonePrint Editor
から、ノブを別のパラメーターまたはパラメーターの組み合わせに割り当てるこ
とができます。詳細は、TonePrint Editorマニュアルをご参照ください。

7

DUBS - ダブリング・トラック数

ダブリング・トラックのレイヤー数を切り替えられます。

8

THIGHTNESS - ダブリング精度調整

ダブリング・トラックの精度、タイトさを調整します。設定を低めに
することで原音に対してより忠実な、高めにすることでよりルーズな
ダブリングが可能です。時計回りで高く、反時計回りで低くなります。

9

EFFECT - エフェクト・ミックス量

ダブリング・エフェクトのミックス量を調整します。DRYノブとの組み合わせ
でバランスを取ることができます。
詳しくは「4.各種操作方法」をご参照ください。

10

DRY - ドライ・シグナル・ブレンド量

ドライ・シグナルのブレンド量を調整します。最大に設定すると、ミックス内に
おけるオリジナル・シグナルの存在感が増します。低めに設定すると、
ダブリング・エフェクトが前面に出てくるユニークな効果が得られます。

4 各種操作方法
4.1 接続順
本製品は、状況に応じていくつかの接続順で使用できます。正しい使用法と間違った
使用法などはありませんが、ここでは最も一般的接続例を示します。

例1：アンプのインプットに入力する場合

Input

MIMIQ

Combo Amp

Guitar
Chorus
Drive pedal
(mono or stereo)

Input

(Optional amp
for stereo operation)

Running the MIMIQ before an amp’s input
ライブで使用する場合や、アンプサウンドを直接マイク録音する場合は、オーバードライブ/ディストーション・ペダルの後にMIMIQを置くのが一般的です。
これにより、ダブリング・トラックのレイヤーを自在にコントロールでき、王道マルチトラックエフェクトを提供します。
ディストーション・ペダルの前にMIMIQを接続し、レイヤー数を3つに設定し、THIGHTNESS - ダブリング精度調整を右に回してわざとルーズで濁った音を出すことで、
意図的にローファイ効果を演出することも可能です。 この場合、MIMIQの効果はそれほど顕著ではありませんが、分厚い、ストーナーロックな雰囲気が味わえます。

6
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5 バイパス・モード

例2：アンプのFX LOOPに接続する場合

5.1トゥルー・バイパスとバッファード・バイパス
トゥルーバイパスについて

FX Return

MIMIQ

ハードウェア的にバイパスを行い、ペダルをバイパスした際に信号に一切影響を与え
ません。本ペダルの工場出荷時には、この設定になっています。少数のペダルを使用
していて、ペダルの前後の配線も短距離の場合に適しています。

FX Send

バッファードバイパスについて
以下のような場合はシグナルパス上の最初と最後のペダルのバッファーを有効に
することで最善のパフォーマンスが得られます。
ギターから一つ目のペダルまでに長いケーブルを使用する

Input
Guitar

Combo Amp

Running the MIMIQ in and amp’s FX loop
場合によっては、アンプのFXループでMIMIQを実行する方が効果的です。
（特に、アンプのビルトイン・オーバドライブを使用する場合）
これにより、オーバードライブされた単一のサウンドがペダルに入力
されるようになり、ダブリング・トラックのレイヤーを色付けすること
なく出力セクションにまっすぐに送ることができます。

例3：DAWインターフェイスなどに直接入力する場合
マルチトラックギターの発想が生まれて今日までスタジオのみで実現可能な効果
でしたが、ミミックペダルはトラッキング時間を短縮してリズムギターの巨大な壁を
表現するのにも最適です。
ギターをMimiqペダルに接続し、レコーディングインターフェースなどに接続する
ことで、リフがどのように重なっているかをすぐに確かめることができます。
すでに、スタジオプロジェクト用にダイレクトギタートーンを録音していたとしても、
Mimiqのレイヤーを「リアンピング」と呼ばれる手法で利用することは可能です。
インターフェイスと録音プログラムによって異なりますが、通常、事前に記録された
ギタートラックをインターフェイスからMimiqの入力に送信し、ペダルから
インターフェイスの入力に送信する手法です。
この手法でトラックを再生すると同時に、Mimiqペダルのレイヤーエフェクトを
プロジェクトの新しいトラックに録音できます。

4.2 微調整
MIMIQDoublerを初めて使用する際に、意図したサウンドを得るために主に
DUBSスイッチの数とTHIGHTNESSの設定とEFFECTの設定のバランスを取る必要が
あります。
たとえば、DUBSスイッチを1に設定しTHIGHTNESSノブを12時の位置より左に、
EFFECTノブをエフェクト音と原音が均等に聞こえる様に調節します。原音と
ダブリングレイヤーで、個々のノートのアタックの違いがよりはっきり聞こえ、リアルな
フィーリングを演出します。
また、他の場合では、DUBSスイッチを2または3に設定し、THIGHTNESSノブを12時の
位置より左に、EFFECTノブ原音のほうがやや大きく聞こえる様にブレンドすると、
アーティキュレーションを保持した非常に高密度のエフェクトを演出します。

多くのペダルを使用する
エフェクトボードからアンプまでに長いケーブルを使用する
トゥルー・バイパスとバッファード・バイパスの違いが聞き分けられるかというのは、
数え切れない要素が絡みます。
アクティブとパッシブ・ピックアップ、シングル・コイルとハムバッカー、ケーブルの
クオリティー、アンプのインピーダンス等、セットアップ全体の多くの要素が様々な
形で相互に影響を与え合うため、一律な答えは存在せず、状況によって聞き分けられる
場合もそうでない場合も存在します。一番頼りになるのは自分の耳となりますので、
ご使用のセットアップに適した設定を探し当ててください。

5.2 バイパスモードの切り替え
ケーブル類を外し、本体を裏返します。バックプレートのネジを外すと、左上の角に小さい
DIPスイッチが2つ見えます。上のDIPスイッチ（DC 9Vコネクターに近い方）は、
トゥルー・バイパス（デフォルト設定）とバッファード・バイパスの切替スイッ
チです。
DIPスイッチのポジションを変えることで、バイパス・モードが切り替わります。
バックプレートを戻します。なお本製品のバックプレートを外すには「T10トルクスレンチ」
が別途必要となります。

6 メンテナンス
6.1 ファームウエアアップデート
TCは、製品のファームウェア・アップデートを公開することがあります。
TCペダル製品のファームウェアをアップデートするには、Windowsまたは
OS Xを搭載したUSB対応パソコンと、ペダル用のDCパワーサプライが必要です

ファームウェア・アップデートの準備
ファームウェア・アップデート用のファイルは、TCウェブサイトの該当製品
ページの「サポート」セクションからアクセスできます。
。
Windows版はzipアーカイブ形式で供給されます。
OS X版は、ファームウェア・インストーラーを含むディスクイメージ
ファイル形式で供給されます。
ペダルから、パワーサプライを含む全てのケーブルを外します。
ペダルとコンピューターをUSB接続します。
TCペダル製品の一番左のフットスイッチをホールド（長押し）します。
フットスイッチを長押ししたまま、電源ケーブルを接続します。

さらに通常ではEFFECTノブとDRYノブを調節して、ペダルをオン/オフしたときの
出力信号レベルが同じになるように調節する必要があります。

ペダルのペダルの一番左側のLEDが緑に点灯するはずです。これは、ペダルが
ソフトウェア・アップデートを受け付ける準備ができていることを示します。

ですが、あえてペダルを踏んだときに、より多くの音量を出す設定にすることもできます。
Mimiqをディストーション・ペダルの後ろに配置してクリーン・アンプに入れると、
ペダルをオンすればソロの音量を上げたり、強烈なセクションのエネルギーを上げることが
できます。

フットスイッチを離します。

DRYノブの調節のみで入力信号と同じレベルまで上げることができますが、DRYノブと
EFFECTノブを高く設定することで、より音量を稼ぐことができます。
MMIQ ペダル自体には歪みを避けるための十分な余裕がありますが、他のペダルはより
敏感な場合がありますので、意図しない歪みを起こさないように注意してください。

これで、TCペダルがアップデート可能な状態になります。

ファームウェア・アップデートの適用
コンピューター側で、起動しているDAW等全てのMIDI関連アプリケーションを終了
してから、ダウンロードしたペダルのファームウェア・アップデーターを起動します。
STEP 1のヘッダの下に表示されるドロップダウン・リストから、アップデートする
TCペダルを選択します。
STEP 2の下に表示される「Update」ボタンが緑に表示されたら、クリックします。
ファームウェア・アップデートがTCペダルに転送されます。プログレスバーが
100%に到達するのを待ちます。アップデート作業が完了したら、ペダルは自動的
に再起動します。
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6.2 電池の交換
電池交換の手順は次の通りです。
ペダル裏側のネジを外して、バックプレートを外します。
古い電池を外してから、新しい電池を正しい極性で装着します。
バックプレートを戻します。

留意点
電池を加熱／分解したり、火や水に投入することは絶対にしないでください
充電用以外の電池は充電しないでください。
長期間ペダルを使用しない場合は電池を外してください。
電池を廃棄する際は、法規や条例に従ってください。

7 リンク
サポート
TC Electronicサポート
https://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/support
TC Electronic ‒ 製品ソフトウェア
https://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-software
TC Electronic ‒ 製品マニュアル
https://www.tcelectronic.com/Categories/c/Tcelectronic/Downloads
TC Electronic -ユーザー・フォーラム
http://forum.tcelectronic.com/

TCエレクトロニック
ウェブ
https://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/home
Facebook:
https://www.facebook.com/tcelectronic
Google Plus:
https://plus.google.com/+tcelectronic
Twitter:
https://twitter.com/tcelectronic
YouTube:
https://www.youtube.com/user/tcelectronic

8 仕様
仕様は予告なく変更されることがあります。
バイパスモード

トゥルー・バイパス（バッファード・バイパス選択可)

入力コネクター

標準¼"ジャック‒ モノラル／TS x 2

入力インピーダンス

1 MΩ

出力コネクター

標準¼"ジャック‒ モノラル／TS x 2

出力インピーダンス

100Ω

電源

標準9 V DC、センターマイナス、>100 mA
（パワーサプライ別売）

バッテリー・オプション

標準9 V（別売）

USBポート

Mini USBコネクター（カスタムTonePrintのエディット／
アップロード、及びソフトウェア・アップデート用）

寸法（幅 x 奥行き x 高さ）

93 x 48 x 48 mm (3.7 x 1.9 x 1.9")
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FEDERAL COMMUNICATIONS
COMMISSION COMPLIANCE
INFORMATION

MIMIQ DOUBLER
Responsible Party Name:

Music Group Services NV Inc.

Address:

5270 Procyon Street
Las Vegas, NV 89118
USA

Phone Number:

+1 702 800 8290

MIMIQ DOUBLER
EMC/EMI This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B Digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
residential installations.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
For customers in Canada This Class B digital apparatus complies with
Canadian CAN ICES-3B.

