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SPRACHE IN Paragraph-Style “05 - STANDARD Fließtext” passend einstellen

1 ようこそ ABSYNTH 5 へ。
ABSYNTH をご購入いただき、Native Instruments 社一同感謝しております。 このリファレンスマニュア
ルでは ABSYNTH 5 をフル活用する為の全情報を記載しています。

1.1 ABSYNTH とは?
ABSYNTH は斬新なサウンドを生成するシンセサイザーです。 映画のサウンドトラックや攻撃的なリード
サウンドを作成するには ABSYNTH 5 が定番シンセといえるでしょう。 セミモジュラーデザインでオシレ
ータとモジュレーションソース、フィルターを自由に組み合わせることが可能です。 複数のエフェクトとモ
ジュレーションを組み合わせることで既存の概念にとらわれないダイナミックなサウンド生成が可能です。 
エンドレスに変化するサウンドスケープや独特なパッド音生成は ABSYNTH の得意とする分野です。 新
規 Aetherizer エフェクトとフィルターフィードバックで ABSYNTH 5 によるサウンドデザインを新しい領
域へと導きます。 また詳細設定が施された1700 以上の膨大な  KORE SOUND®  による ABSYNTH 5 
ファクトリーライブラリをお楽しみいただくことも可能です。 更に新規 Mutator で気に入ったサウンドを基
に新規サウンドへと変化させることも可能です。
専用マクロコントロールを用いてボタン操作、またはMIDI キーボードを弾くことで各パラメータを操作可能
です。 またこの操作内容はMIDI シーケンサー上でオートメーション可能です。
ABSYNTH 5 のサウンド検索はブラウザにより素早く直感的に行うことが可能です。必要なサウンドの特徴
を選択することで ABSYNTH 5 が最適なサウンドを見つけてくれます。新規 Mutator と Finetuning コ
ントロールで、ブラウザによるサウンド検索が更に強力になりました。 サウンドの調節、または新規プログラ
ムを行う場合でも明確なインターフェイスの構造により素早く的確な操作機能を表示することが可能です。 
あなたのサウンド作成アイディアの可能性を存分に探求してください。
ABSYNTH 5 を私たちと同様に存分に楽しんでください。
— NATIVE INSTRUMENTS ABSYNTH 5 チームより。
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1.2 ABSYNTH 5 の各新規機能について。
ここでは ABSYNTH 4 と ABSYNTH 5 を比較して新規機能を簡単に紹介します。
 • Mutator で ABSYNTH を新しいサウンドデザインの領域へと導きます。 Mutator で ABSYNTH 

で現在選択しているサウンドと、ライブラリで選択したサウンドを混合し、自動的に新規サウンドを生成
します。

 • 新規 Aetherizer エフェクト: このエフェクトはポストディレイセクションを備えたグラニュラー方式のフ
ィードバックです。 更に各パラメータは同時にランダマイズ、モジュレートすることが可能です。

 • 新規 Cloud フィルター:新 Aetherizer エフェクトの同系機能で、パッチウインドウで使用するフィルタ
ーモジュール内の機能です。

 • 新規 Supercomb フィルター: このフィルタータイプは Resonator と Pipe Delay Effects の特性
を備えたコムフィルター(Comb filter)の進化版です。

 • 各フィルタータイプ用新規フィードバックループ: LPF 2 ポール、LPF 4 ポール、 LPF 8 ポール、 
Supercomb、 Allpass 2、 Allpass 4、 Allpass 8。 フィルターフィードバックでは Waveshaper、 
Frequency shifter 、Ring modulator 等のサウンドモジュレーターをレゾナンスパス内にインサート
することが可能で、フィルターにディストーションや、全く予期しないサウンドを生成することが可能です。

 • 再構成されたFilter、 Modulator、 Waveshaper モジュール: これらのモジュールは同一インターフ
ェイス内に収まり、メニューの再構成も施されています。

 •  Windows XP/Vista 64-ビットOS 対応

% ABSYNTH 5 から新規導入されたサウンドを使用する場合は、ABSYNTH ブラウザのサーチフィールドに 
“absynth5” と入力、検索してください。これにより、サーチリザルトリスト内に ABSYNTH 5 のサウンドが表

示されます。
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1.3 ABSYNTH 5 資料

1.3.1 本マニュアルでの解説内容
現在目を通している資料はリファレンスマニュアル(Reference Manual)といい、ABSYNTH 5 の全コマン
ドと全機能について詳細解説しています。
リファレンスマニュアルは大きく 3 項目に分かれています。
 • 最初のパートはこのセクションで、現在あなたが読んでいる部分です。
 • 2 章から12 章までが解説本編となります。
 • 13 章から14 章はアトリビュート(Attributes)に関する付録部分です。

1.3.2 他の資料について
ABSYNTH 5 の包括的な解説については、製品インストール時にハードドライブ内に保存される ABSYNTH 
5 フォルダ内の ABSYNTH 5 クイックスタート ガイド(正式名 Getting Started )、または製品パッケージ
に同封される同名の冊子を参照してください。 クイックスタートガイドでは製品のインストールとセットアッ
プに必要な情報を掲載しています。 更に ABSYNTH 5 の基本的な構造上のコンセプトと、ABSYNTH 5 
操作における必須事項を紹介しています。
まずクイックスタートガイドを参照することを推奨します。 ABSYNTH 5 のコマンド、コントロール部各機
能について疑問が生じたら、リファレンスマニュアルを参照してください。

1.3.3 注釈用書式について
このセクションでは、本マニュアルで使用しているテキストと表記内容について解説します。
本マニュアルでは、特定表記専用フォントを使用して特記事項や、危険事項について解説しています。以下の
各アイコンで、特記事項内容の大まかな分類を見分けます。
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!このアイコンの後に表記してある内容には、必ず従ってください。

%この電球アイコンでは有効なヒントとなる内容を記載してあります。 ここではしばしば機能をより  
  効率よく使用するための解決策が記載されていますが、必ずこれを実行しなければならないという 
  内容ではありません。読んでおけば、役立つ内容となっています。

特殊な書式について
本マニュアル内でこれらの書式を使用して、表示内容を一目で判別できるようにしています。
 • メニューアイテム :ABSYNTH 5  のメニュー/ リストアイテムに関する表記はイタリック 書式を用いて

います。
 • 重要な機能: 重要な機能を始めて表記する場合にはボールド体で表記します。
 • キーボード上のキー: 各キーは括弧で表示します(例、 [Esc]-キー)。
 • プログラムダイアログ内で実際に操作する機能各は、以下例のように表示します(例、“OK” ボタ

ン、“Save” ボタン等)。
 • 操作結果は矢印(→)で表示します。
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2 コントロール部と、コントロールエリア
ABSYNTH 5 のユーザーインターフェイスにはいくつかのコントロール部 があり、インターフェイスのカスタ
マイズ、各機能の操作、値の変更等を行います。 このセクションでは各名称と、コントロール部、実際の操
作方法について解説します。

% マウスのカーソルがテキスト欄や、値入力欄にない場合は、使用しているコンピュータのキーボードで MIDIノー
トをトリガー可能です。 文字キーを押し、ABSYNTH 5 を演奏してください。バーチャルキーボードが表示さ

れている場合は、キーボード上で演奏すると、対応する鍵盤が反応します。

2.1 ウインドウ、ページ、パネル、タブ
ウインドウ(Window) は ABSYNTH 5 内全域の作業領域を示します。 ABSYNTH 5 のユーザーインターフ
ェイスにはブラウザ、アトリビュート、パフォーム、パッチ、エフェクト、ウェーブ、エンベロープ、LFO(Browser、 
Attributes、 Perform、 Patch、 Effect、 Wave、 Envelope、LFO)の各 8 つのウインドウがありま
す。 各ウインドウにはアプリケーションインターフェイスの上部にあるナビゲーションバー(Navigation Bar)
からアクセスします。 各ウインドウの切り替えを行うには、ナビゲーションバー(Navigation Bar)の任意のウ
インドウタブをクリックします。 選択されたウインドウはハイライト表示されます。

ABSYNTH 5 のナビゲーションバー内にあるウインドウタブです。

Wave と Perform ウインドウ 内には、ページ (pages)が数ページ分あります。 各ページには各機能のコ
ントロール部があります。 ページの切り替えを行うには、ページ上部のタブをクリックします。 選択された
ページはハイライト表示されます。

Perform ウインドウのページタブです。
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Patch  ウインドウでは、殆どのモジュールのパネル (panels)切り替えを行うことが可能です。 パネルの
切り替えを行うには、パネル上部のタブをクリックします。 選択されたパネルはハイライト表示されます。

メインパネルをハイライト表示した状態の Patch ウインドウ内のモジュールです。

2.2 ボタンとスイッチ
ボタン(Buttons) と スイッチ(switches) では基本的に機能のオンオフ切り替えを行います。
インターフェイスのその他の部分もスイッチとして機能し、例えば Patch ウインドウのここのモジュールのオン
オフ切り替えは各モジュールスロットの左の部分をクリックすることでも行えます。 文字部分をクリックする
のではなく、左のエリア全体がスイッチとして機能します。 これは Effect ウインドウでも同様で、Effect  と
表示された上左隅の部分をクリックすることでエフェクトのオンオフが可能です。

2.3 メニューとセレクター
メニュー（Menus) は ABSYNTH 5 の各エリアに設置されています。 そこでは有効なオプションをリスト
表示しています。 各メニューには小さな下向きの矢印があります。

全ウインドウにある Edit メニューボタンです。
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メニューからオプション、またはコマンドを選択するには、ここをクリックします。するとドロップダウンメニュ
ーが表示され、カーソルを放すまで表示されたままとなります。任意のエントリーをクリックして選択してくだ
さい。 設定を変更することなくメニューを閉じるには、ユーザーインターフェイス上のほかの場所をクリック
するか、使用しているキーボードの[Esc] キーを押します。
セレクター(Selectors) はメニューと殆ど同様ですが、クリックするとドロップダウンメニューを表示する代わ
りに、ポップアップダイアログを表示します。 殆どの場合、エントリーをクリックして選択するだけではなく他
のオプションを選択する必要があります。 その後下にある “OK” (または “Cancel”)をクリックしてもとのウ
インドウ画面に戻ります。 例として ABSYNTH 5 では頻出する Wave Selector とその Wave Selection 
ダイアログが上げられます。

2.4 バリューフィールド(Value Fields)
数値フィールド(Value fields) ではパラメータの数値が表示されます。 この値は様々な方法で変更するこ
とが可能です。
 • フィールド内をクリックすると値がハイライト表示されるので、使用しているコンピュータのキーボード

で数値を入力します。 [Enter] を押して新規数値を適用、または[Esc] を押して変更内容を取り消しま
す。

 • バリューフィールドの隣にあるひし形のボタン( ) をクリックホールドして数値を変更することも可能で
す。マウスをホールドしたまま上下して数値を変更します。 パラメータの設定数値が細かくなるほど、こ
のボタンの数が増えます。 一番左のボタンで一番大きな値を変更します。 それ以降のボタンを使用し
て詳細設定を行います。

 • マウスにスクロールホイールがある場合は、カーソルをボタンに当て、スクロールホイールを動かすこと
で値の調節が可能です。 ホイールを前に動かすと値が大きくなり、ホイールを反対方向に回すと値が小
さくなります。

 • 右クリック(Mac では[Ctrl]+クリック) すると殆どの場合、メニューが現れます。 ここでは Macro 
Controls にパラメータをアサインすることが可能です。 Macro Controls についての詳細はセクショ
ン     “ABSYNTH 5 のオートメーション: マクロコントロール”を参照してください。
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2.5 スライダーとノブ
いくつかのパラメータの値はスライダーとノブで変更することが可能です。
スライダー(Sliders)、またはフェーダー (faders) は例えば、Effect Window のエフェクトのインプットレベ
ルの調整、または Browser Window の Mutator 内のミューテーション設定に用います。 スライダーの値
を調整するには、スライダーをクリックしてマウスをホールドしたまま水平方向にドラッグします。

Browser Window 内のミューテーション調整用スライダーです。

ノブ(Knobs) は例えば、Effect Window の Wet Level と Dry Level をコントロールするのに用います。

Effect Window の Wet/Dry ノブです。

マスターエンベロープ(Master Envelope)でもノブを使用し、エンベロープのアタック、ディケイ、サステイン、
リリース( Attack、 Decay、 Sustain、Release)を調節します。 ノブの値を変更するには、以下の方法で
調節します。
 • ノブ(または値の表示ディスプレイ)をクリックし、マウスを上下にドラッグして値を変更します。 マウス

にスクロールホイールがある場合は、カーソルをノブに当て、スクロールホイールを動かすことで値の調
節が可能です。 ホイールを前に動かすと値が大きくなり、ホイールを反対方向に回すと値が小さくなり
ます。

 • 値表示ディスプレイがある場合はダブルクリックして、使用しているコンピュータのキーボードで新規値
を入力し、[Enter] で変更値を適用、または[Esc] を押して変更値をキャンセルします。
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3 アプリケーションメニューバー(Application 
Menu Bar)

Windows 上の アプリケーションメニューバー(Application Menu Bar)です。

アプリケーションメニューバー(Application Menu Bar) は ABSYNTH 5 をスタンドアローンモードで使
用している場合に有効です。 そこでは ABSYNTH 5 の機能全般に対応したコマンドを備えています。 使
用しているオペレーションシステム内の他のアプリケーションのメニューバーと同様に File 、Edit 、Help メ
ニューを備えています。

3.1 ファイル・メニュー（File Menu）
ファイル(File)メニューでは以下のエントリーを含んでいます。
 • New Sound: ABSYNTH 5 内に空の状態のサウンドを作成します。 新規 Sound はデフォルトでは 

Channel A に一つの Oscillator を含むのみとなっています。
 • Open Sound...: でOpen SingleSound File... ダイアログを開き、ハードドライブ上のサウンドを選択

します。 ダイアログ内で任意の Sound を選択して “Open”をクリック (または Sound をダブルクリ
ック)します。 すると、ABSYNTH 5 内の現在の Sound が選択したサウンドに切り替わります。

 • Recent Files: これまで使用した最新 10 個の Sounds をサブメニューで表示します。 サブメニュー
のエントリーを選択して任意の Sound を開きます。 サブメニュー下の Clear Menu  でこのリストを
空にします。

 • Save Sound: 現在ロードしている Sound の変更内容を保存します。 Sound をまだ保存していない
場合は、個のコマンドを使用すると自動的に Save Sound As ダイアログ(以下参照)を表示します。

 • Save Sound As…: Save SingleSound File As… ダイアログを開き、新規名称で現在ロードしてい
る Sound を保存します。 ダイアログで、Sound を保存するフォルダを指定し、Sound の新規名称
を入力して “Save”をクリックします。
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! 
サウンドの保存はデフォルトパスである“My Sounds” に保存することを推奨します。 これにより、Sound は自
動的に ABSYNTH 5 のデータベースに認識されます。

 • Import Glo Bank…: Please select a glo bank to import… ダイアログを開き、旧バージョンの 
ABSYNTH から ABSYNTH 5 にSounds をインポートします。 ハードドライブ内の任意の Glo bank 
を指定し、“Open”をクリックします。 その後このバンク内の Sounds のリストを選択してください。 
リスト内の選択した Sound は自動的に ABSYNTH 5 内にロードされ、演奏可能となります。 Sound 
を ABSYNTH 5 KORE SOUND® に変換する場合は、他の Sound と同様に Save/Save As… コ
マンドを使用して保存します(上記参照)。

! 全ての ABSYNTH 旧バージョンのファクトリーコンテンツはすでに変換され、Browser Window で確認可能
です。 ですから、このコマンドはUser Sound のみで使用します。

 • Options...: オプションダイアログを開きます(詳細は以下のセクション 3.4 “オプションダイアログ
(Options Dialog)” 参照)。

 • Audio and MIDI Settings...: でAudio and MIDI Settings (オーディオと MIDI の設定)ダイアログ
を開き、ABSYNTH 5 を使用しているスタジオ/ライブ環境に合わせて設定します。 オーディオと MIDI 
の設定はクイックスタートガイドで解説しています。

 • Exit: アプリケーションが終了します。 終了前に Sound を保存したか確認してください。 保存を行
わずに終了すると、変更した内容が消去されます。

3.2 エディットメニュー(Edit Menu)
エディットメニュー(Edit menu)には以下のエントリーがあります。
 • Undo: ABSYNTH 5 の編集内容を一回分元に戻します。
 • Redo: Undo コマンドを使用する前の状態に戻します。
 • Copy: 選択したエンベロープ、またはウェーブフォーム(Envelope、Waveform)をクリップボードに保存

します。
 • Paste: Copy を使用してクリップボードに保存したエンベロープ、またはウェーブフォーム(Envelope 

or Waveform)をペーストします。



ABSYNTH 5 オペレーション マニュアル – 22

 • Balance levels: Channels A、 B、Cのクリッピングを防ぐ為に音量のバランスをとります。

3.3 ヘルプ・メニュー（Help Menu）
ヘルプ(Help)メニューには ABSYNTH 5 の各情報を提供する 3 つのエントリーを含みます。
 • Launch Service Center: NI サービスセンター(NI Service Center)を起動します。 サービスセンタ

ーでは ABSYNTH 5 の製品起動及び、製品アップデートを行います。 詳細についてはサービスセンタ
ークイックスタートガイドとマニュアルを参照してください。

 • Visit Absynth on the Web: Native Instruments ウェブサイトの ABSYNTH ページを表示しま
す。そちらで ABSYNTH 5 の最新情報を入手してください。

 • About Absynth…: アバウトスクリーンを開き、そこで所有している ABSYNTH 5 のバージョン番号、
シリアルナンバーを確認することができます。 ABSYNTH 5 の開発に携わった個人名も確認すること
が可能です。

3.4 オプションダイアログ(Options Dialog)
オプション(Options)ダイアログには ABSYNTH 5 のグローバル機能を設定する為の各オプションを装備
しています。 オプションダイアログはアプリケーションメニューバーの File メニュー(スタンドアローンアプ
リケーションのみ) 、または ナビゲーションバー(Navigation Bar )の File メニューから呼び出し可能です(
セクション4 “Navigation Bar(ナビゲーションバー)” 参照)。
オプション(Options)ダイアログは 3 ページ分の編集項目があり、各ページは General、Surround、Browser 
ページとなります。 各ページには オプションダイアログの上部にあるタブをクリックしてアクセスします。
オプション内で変更した内容を適用するには、ダイアログ下の“Done”をクリックしてください。 この内容を
保存しないでダイアログを閉じるには、ダイアログの最小化アイコンをクリックします(オペレーションシステ
ムによってこのアイコンの位置は異なります)。
ここからは各オプション内容を解説します。

3.4.1 ジェネラルページ(General Page)
ジェネラルページ(General page)で使用するサンプルとテンプレートを含むパスを指定します。また 2 つの
オプションがあります。
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オプションダイアログの General ページです。

 • Samples Directories: これら 3 つのフィールドで Sounds で使用するサンプルを含んだディレクト
リを指定します。 パスを指定するには このフィールドの下の Browse ボタンをクリックし、ハードドラ
イブ内の任意のフォルダを指定して“OK”をクリックします。

 • Template Libraries Directory: ここで各Templates (Envelopes、 Waveforms、 modules、 
Channels…)のパスを指定します。 パスを変更するには、このフィールドの下の Browse ボタンをクリ
ックし、ハードドライブ内の任意のフォルダを指定して“OK”をクリックします。 Templates の詳細に関
しては、セクション 5.2.3 “ユニバーサルライブラリ(Universal Library)”を参照してください。

 • Auto balance patch channels: このオプションを有効にすると、ABSYNTH 5 が Patch ウインド
ウの3 つの独立したチャンネルのアウトプット音量をコントロールし、それによってメインアウトプットの
クリッピングを防ぎます。 どれか一つのチャンネルの音量を大きくすると、ABSYNTH 5 がその他の
チャンネル音量を調整します。

 • Auto rename control macro on first assignment: このオプションを有効にすると、パラメーター
をアサインした Macro Control がこのパラメーター名称を使用します(他にパラメーターをアサインし
ていない場合に限る)。
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3.4.2 サラウンドページ(Surround Page)
サラウンドページ(Surround page)で ABSYNTH 5 のサラウンドアウトプットチャンネルを設定します。

オプションダイアログのSurround ページです。

ABSYNTH 5 では最大 8 個のオーディオアウトプットを使用できます。 基本的なオーディオと MIDI イ
ンターフェイスの設定方法はクイックスタートガイド(正式名称 Getting Started)を参照してください。 そ
の後サラウンドページ(Surround)でアウトプットチャンネルをステレオフィールド内の任意の位置に配置し
てください。
Surround メニューはページの最上部にあり、以下の設定各を選択可能です。
 • 2 Stereo: これが基本設定で、典型的な 2 チャンネルステレオサラウンドです。 この設定でスピーカ

ーは 45 度と -45 度にそれぞれ配置されます。
 • 2 Stereo Wide: この設定も 2 ステレオですが、スピーカー配置角度が 90° と -90°に配置されてい

ます。 これによってステレオサウンド幅が広くなります。
 • 3 Surround: この設定はアナログサラウンドサウンドを再現します。 このシステムの代表的な例は 

Dolby Surround™ (home entertainment center)または Dolby Stereo™ (movie theatre)で
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すがこの設定では前方センターチャンネルがありません。 本設定では後方センターチャンネルと左右
前方チャンネル設定となっています。

 • 3 Front: この設定は先ほどの設定の後方センターチャンネルを前方センターチャンネルに置き換えた
もので、旧来のステレオ設定よりもよりよいステレオサウンドスケープを再現します。

 • 4 Surround: この設定は 前方センターチャンネルを含んだ 3 サラウンド方式で、Dolby Surround 
Pro Logic™として知られています。

 • 4 Quad: この 4 チャンネル設定は 1970 年代に人気があったクアドラフォニックシステムを再現して
います。 4 つのスピーカーを四角形のスペース内に対称的に配置してあります。

 • 5 Music: この 5 チャンネルサラウンドサウンド設定はホームシアターやシアターシステム等で採用さ
れている Dolby Digital™または DTS™等の設定を再現します。 このシステムは 3 つのフロントスピ
ーカー(左右、センター)と 2 つのサラウンドチャンネル(サラウンドレフト、サラウンドライト)で構成され
ます。

 • 5 Pentaphonic: この設定は 5 チャンネル サラウンドサウンドで、5 つのチャンネルが円形状に対称
的に配置されています。

 • 6 Music: この設定は 5 Music 設定に後方センターチャンネルを含んでいます。 この配置は Dolby 
Digital EX™ や DTS-ES™等のサラウンドサウンドシステムで採用されている方式です。

 • 6 Hexaphonic: この設定で 6 チャンネルのサラウンドサウンドを再現し、6 つのチャンネルが円形状
に対称的に配置されています。

 • 7 Cinema: この設定で 7 チャンネルサラウンドサウンドを再現します。 このシステムを採用している
著名なシステムには SDDS™ や IMAX™ があります。 この設定は 5 つの Music 設定と 2 つの前
方センターチャンネル(センターレフト、センターライト)を含んでいます。

 • 7 Music: この設定で 7 チャンネルサラウンドサウンドを再現します。 6 Music 設定に似ていますが、
サラウンドセンターチャンネルが後方“サラウンドセンターレフト” と “サラウンドセンターライト” に分
かれています。

 • 7 Heptaphonic:  この設定は 7 チャンネル サラウンドサウンドで、7 つのチャンネルが円形状に対称
的に配置されています。

 • 8 Octaphonic:  この設定で 8 チャンネルのサラウンドサウンドを再現し、8 つのチャンネルが円形状
に対称的に配置されています。

これらの設定はいずれも、各チャンネルをスタンドアローンバージョンのオーディオアウトプットにアサインす
ることが可能です。 オーディオと MIDI の設定ダイアログで設定したオーディオアウトプットを、パノラマフ
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ィールド内の各チャンネルメニューで自由に設定することができます(これらのメニューの位置と数は選択した
設定によって異なります)。

ローフリークエンシーエフェクトチャンネル(Low Frequency Effect Channel)
8 Octophonic 以外の全ての設定で、 LFE (Low Frequency Effects)またはサブウーファー(Subwoofer)
チャンネルを起動することが可能です。 起動するには、Surround ページの左下にある小さな LFE ボタン
を押してください。

LFE チャンネル設定です。

起動すると、右にパラメーターが表示されます。
 • Channel menu: 追加チャンネルメニューで LFE チャンネルにアサインするアウトプットを選択します。
 • Frequency control: でこのチャンネルのカットオフ周波数(Hz) を設定します。
 • Damping control: このチャンネルの音量レベル(dB) を調整します。

ABSYNTH 5 をプラグインとして使用する際はホストが自動的に ABSYNTH 5 を使用しているトラックの
設定を行います。ABSYNTH 5 をインストゥルメント、またはインサートエフェクトとして使用するか、または
トラックがサラウンドまたはステレオトラックになっているかで使用するプラグインが特定されます。

3.4.3 ブラウザページ(Browser Page)
ブラウザページ(Browser Page)でデータベースに関連するオプションを設定できます。
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オプションダイアログの Browser ページです。

ページの一番上には以下の項目があります。
 • Default Author: Sounds のメタインフォメーション内の Author フィールド用デフォルトテキストを

設定します。
 • Use Default Author for New Sound: このオプションを有効にすると、上記で設定したデフォルト 

Author 名称が新規作成した Sounds のメタインフォメーションに記入されます。
 • Use Default Author for Save Sound As: このオプションを有効にすると、上記で設定したデフォ

ルト Author 名称が Save Sound As コマンドを使用した全ての Sounds のメタインフォメーション
に記入されます (3.1 “ファイル・メニュー（File Menu）”参照)。

 • Database Hit-Count: このメニューでブラウザウインドウの各アトリビュートの表示内容をカスタマイ
ズします。 None  を選択すると、アトリビュート名称のみが表示されます。 Empty Categories を
選択すると、サウンドを含まないアトリビュートが灰色表示されます。Show Count as Number  を選
択すると、ブラウザの各アトリビュート名称の後にこのアトリビュート内のサウンドの総数を表示します。

! 最後の Indicate Empty Categories と Show Count as Number  のエントリーは現在選択しているアトリ
ビュート内容によって、アトリビュート名称の後に表示する内容が切り替わります。例えばインストゥルメント用の 

Source カテゴリ内で Solo/Single を選択している場合、アトリビュート Ensemble/Kit は灰色表示されます(総数を
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示す数字は 0 となります)。 これにより、各選択により素早くアトリビュート表示内容を確認することができます(アトリ
ビュート内で有効なサウンドの総数も随時表示します)。

ページの下部では、Sounds をスキャンする為のフォルダのリストを指定することができます。 下にある各
ボタンを操作してフォルダをリストから追加/削除することが可能です。 選択したフォルダのサブフォルダは
自動的に検索対象として含まれます。
このページを変更した場合、またはオペレーティングシステム内で対応するフォルダ内の個々の Sound  フ
ァイルを削除/追加した場合は、データベースを再構成する必要があります。 再構成を行うには、ページの
右下隅にあるデータベース再構成ボタン(Rebuild DB)を押します。 KORE SOUNDS の総数により、この
処理に要する時間が異なります。 この作業を終えるまで、しばらくお待ちください。
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4 Navigation Bar(ナビゲーションバー)
ナビゲーションバー(Navigation Bar)は ABSYNTH 5 インターフェイスの最上部にあります。

ナビゲーションバー

このバーは上下部分があります。
 • ナビゲーションバー上部は左から、ABSYNTHロゴ、各ウィンドウ表示用タブ、録音ボタン、CPU メータ

ー、Input とOutput レベルメーター、パニックボタン、NI ロゴとなっています。 各部詳細に関しては
以下を参照してください。

 • バー下部にはSound のロードと保存の為のオプションとライブラリナビゲーションの為のオプション等
が備わっています。

4.1 上段: グローバルコントロール(Global Controls)

4.1.1 ABSYNTH 5 ロゴ

ABSYNTH 5 ロゴです。

ABSYNTH 5 ロゴをクリックするのは NI ロゴをクリックするのと同様で、各自アバウトスクリーンを開きま
す。 このアバウトスクリーンでは所有している ABSYNTH 5 のバージョン番号、ライセンスタイプとシリア
ルナンバー、開発に携わった各個人の氏名が記載してあります。
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4.1.2 ウインドウタブ(Window Tabs)

ナビゲーションウインドウの各ウインドウタブです。

これら 8 個のタブで表示するウインドウを選択します。 すでに解説したように、ウインドウ(Window)は 
ABSYNTH 5 内の各作業用環境です(セクション2.1、 “ウインドウ、ページ、パネル、タブ”、参照)。 各ウ
インドウはBrowser、 Attributes、 Perform、 Patch、Effect、 Wave、 Envelope 、LFOとなってい
ます。 Window のいずれかを起動するには、各タブのどれかをクリックします。 ABSYNTH 5 は現在表
示しているウインドウの内容を選択したウインドウの内容に切り替え、そのタブがハイライト表示されます。

複数のウインドウを同時に表示する。
スタンドアローンバージョンの ABSYNTH 5 でナビゲーションバーのタブをクリックしたまま、[Ctrl] 
(Windows Vista/XP) または [Cmd] (Mac) を押すと ABSYNTH 5 インターフェイス内で複数のウイン
ドウ(Patch、 Effect、 Wave、 Envelope、LFO タブで有効)を表示することができます。 複数表示機
能はPatch、 Effect、 Wave、 Envelope、LFO タブ/ウインドウで使用可能です。
使用しているコンピュータのスクリーンが大きい場合この機能は特に有効で、複数のウインドウを表示し、任
意の場所に配置して ABSYNTH 5 の各設定を同時に行うことが可能となり、ABSYNTH 5 の各部の確認
が簡単になり、ウインドウを常に切り替えるわずらわしさがなくなるので便利です。

! 
ウインドウの複数表示はスタンドアローンモードのみで使用可能です。

4.1.3 録音ボタン(Record Button)

録音ボタンです。
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録音ボタンをクリックすることでオーディオレコーダーを表示します。 オーディオレコーダー(Audio 
Recorder)の詳細に関しては、セクション12.2 “オーディオレコーダー”を参照してください。

4.1.4 CPUメーター(CPU Meter)
CPU メーターで ABSYNTH 5 のCPU 使用状況を表示します。

CPUメーターです。

コンピュータのプロセッサに過度の負荷がかかると、オーディオドロップアウトや音声の歪みが生じやすくな
ります。 音声の支障を防ぐ為には、このメーターを常に確認するようにしてください。
処理負荷 はサウンドの複雑さ、または再生音声総数によって生じます。 ABSYNTH 5 はダイナミックボイ
スアロケーションを使用し、これにより再生していない音声の処理を行いません。 同時発音数が増えるほ
ど、CPU の数値が上がります。 CPU がオーバーロードした場合は、演奏しているノート数を減らし、処理
負荷を軽減することを推奨します。 コンピュータの動作が遅くなった場合は、CPU がオーバーロードしてお
り、スクリーンの画像処理に対応仕切れていない場合がほとんどです。 こういったことが起きた場合も演奏
ノート数を減らして負荷を軽減してください。
ABSYNTH 5 の CPU がオーバーロードした場合は、コンピュータにインストールしてあるオーディオハード
ウェアがオーディオを正確に発音しなくなる場合があります。 そういった場合は、通常の音声再生を復帰す
る為のいくつかのオプションがあります。
 • MIDIキーボード上で演奏しているノート演奏の全てをやめます。 これにより ABSYNTH 5 上の全音

声で使用している処理を解除します。
 • パニックボタンを押して ABSYNTH 5 エンジンをリセットし、演奏を止めます(以下のセクション4.1.6

参照)。
 • 前後サウンド(Next/Previous Sound)ボタンをクリックして他の Sound に切り替えます(以下のセク

ション4.2.3 参照)。
 • Patch ウインドウのモジュールスロット(Module Slot)をクリックして Module をオンオフ切り替えし

ます。 これによって ABSYNTH 5 のオーディオエンジンをリセットします。
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4.1.5 インプット/アウトプットレベルメーター
インプット/アウトプットレベルメーターでオーディオの出入力音量を表示します。

インプット/アウトプットレベルメーターです。

In  と表示してある部分の 4 個の LED でオシレータモジュール(Oscillator module)に入力されるシグ
ナル量を表示します。 出力される音声レベルはOut と表示された部分の 8 個の LEDで表示します。 As 
explained in the section on surround configurations in the Options ダイアログ内のサラウンド設
定のセクションで解説したように (3.4 参照)、 ABSYNTH 5 では最大 8 個のオーディオアウトプットを扱
うことが可能です。 各 8 個のアウトプットにはそれぞれ専用 LED 表示部があります。

4.1.6 パニックボタン(Panic Button)

パニックボタンです。

パニックボタンで ABSYNTH 5 の再生内容をリセットし、音声に支障が生じた場合、または必要ないサウン
ドが発音される場合に対応します。 パニックボタンを押して ABSYNTH 5 のオーディオエンジンをリセッ
トして再生内容を停止します。 全ての再生されていない MIDI ノートもリセットされます。
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4.1.7 NIロゴ

NI ロゴです。

NI ロゴのクリックは ABSYNTH 5 ロゴをクリックするのと同様で、アバウトスクリーンを開きます。 このア
バウトスクリーンでは所有している ABSYNTH 5 のバージョン番号、ライセンスタイプとシリアルナンバー、
開発に携わった各個人の氏名が記載してあります。

4.2 下段: サウンドマネージメント

4.2.1 File と Edit メニュー

File メニューと Edit メニューです。

File メニューと Edit メニューは Audio and MIDI Settings… とExit 以外はスタンドアローンモードのア
プリケーションメニューバーにある File メニューと Edit メニューと同様です。
各機能に関しては3.1、 “ファイル・メニュー（File Menu）”、と 3.2, “エディットメニュー(Edit Menu)”を参
照してください。
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4.2.2 サウンドネームディスプレイとサウンドメニュー(Sound Name Display 
and Sound Menu)

サウンドネームディスプレイ/サウンドメニュー(Sound Name Display / Sound Menu)

サウンドネームディスプレイ(Sound Name display) / サウンドメニュー(Sound menu)では現在ロードし
ている Sound の名称を表示します。 ディスプレイをクリックするとサウンドメニューを開き、そこでサーチ
リザルトリスト(Search Result List) または使用しているフォルダから他のサウンドを選択します。
 •  サーチリザルトリストからサウンドを指定、ロードするためにブラウザのデータベースビュー(Database 

view)を使用すると、小さな虫眼鏡アイコンがサウンドネームディスプレイ(Sound Name display)の左
に現れます。 サウンドメニューではサーチリザルトリストのサウンドを表示sます(詳細は11.2.1 
“Database ビュー”参照)。

 • ファイルツリービュー(File Tree view)からサウンドをロードした場合は、サウンドネームディスプレイの
左に小さなフォルダアイコンが表示され、サウンドメニューではロードしたサウンドがあるフォルダ内の
サウンドを表示します(セクション11.2.2, “ファイルツリービュー(File Tree View)”参照)。

 • サウンドをプログラムリスト(Program List)からロードした場合は、PC  と表記された MIDI プラグが
表示され、サウンドメニューではプログラムリスト(Program List )に追加した全サウンドを表示します
(セクション11.2.3 “プログラム”参照)。

 • サウンドメニューの上部にあるサブエントリーMutate History でミューテーションヒストリー(Mutation 
History)内に保存してある既存のサウンドミューテーション(Sound Mutations)を選択することがで
きます。 詳細はセクション11.3、 “Mutator"

4.2.3 前後サウンドボタン(Previous/Next Sound Buttons)

前後サウンドボタンです。
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これらのボタンでサーチリザルトリスト、現在使用しているフォルダ、プログラムリスト(Program List)をブラ
ウズします。前後サウンドボタンの性質は使用しているサウンドをロードした表示方法によって異なります。
 • ブラウザのデータビューを使用している場合は、前後サウンドボタンでサーチリザルトリスト内をスクロ

ール移動します。
 • ブラウザのファイルツリービュー(File Tree view)を使用している場合、前後サウンドボタンで使用して

いるサウンドがあるフォルダ内を移動します。
 • プログラムリスト(Program List)を使用している場合は、プログラムリスト内を移動します。

詳細に関しては11.2、 “ブラウザによるサウンドの検索とロード方法”を参照してください。

4.2.4 Mutate/リトライボタン

Mutate/リトライボタン

Mutate/リトライボタンはブラウザのミューテーターにあるMutate/リトライボタンのショートカットです。 
詳細に関してはセクション11.3、 “Mutator”を参照してください。

4.2.5 Save / Save As ボタン

Save / Save As ボタンです。

Save / Save As ボタンは File メニュー 内の Save と Save As… コマンドのショートカットです(セクシ
ョン3.1、 “ファイル・メニュー（File Menu）”参照)。
Sounds のロード、保存、管理に関しては11章、 “ブラウザとアトリビュートウインドウ”、を参照してください。
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4.2.6 データベースアクティビティーインディケーター(Database Activity 
Indicator)

データベースアクティビティーインディケーターです。

データベースアクティビティーインディケーター(Database Activity indicator)で ABSYNTH 5 のデータ
ーベースがアップデート中であることを表示します。 インディケーターは ABSYNTH 5 がデータベースの
メンテナンスを行っている際に表示され、基本的にデータベース再構成(Rebuild Database)ボタンを使用
している時に表示されます。

!
この作業中にその他の作業を行うことは可能ですが、ブラウザの表示内容が完全に表示されない可能背があり
ます。しばらく待つと、データベースが完全な状態になります。

4.2.7 キーボードボタン(Keyboard Button)

キーボードボタンです。

ABSYNTH 5 インターフェイスの下部にあるキーボードボタン(Keyboard button)でバーチャルキーボー
ドの表示/未表示切り替えを行います。 バーチャルキーボードの詳細に関してはセクション12.1、 “バーチ
ャルキーボード(Virtual Keyboard)”を参照してください。
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5 パッチウインドウ(Patch Window)

各モジュールスロットとパッチウインドウです。

パッチウインドウ(Patch Window)は ABSYNTH 5 のサウンドを生成する為の各コンポーネント各部の
中枢です。 これらのコンポーネントから生成したサウンドを任意のアウトプットに出力します。 モジュール
(modules) はパッチウインドウ内の各コンポーネントとして成り立ちます。 モジュールには各タイプがあ
り、Oscillator モジュールは ABSYNTH 5 のサウンドの起点として機能し、Modulator モジュール、Filter 
モジュール、Waveshaper モジュールでサウンドに特長を与えます。 以下のセクションでは異なるモジュー
ルと機能の詳細を解説します。
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5.1 パッチ内のシグナルフロー
クイックスタートガイドでも解説したように、ABSYNTH 5 はセミモジュラーです。 これはいくつかのコンポ
ーネントの配置を自由に変更できることを意味します。 その他のコンポーネントはシグナルフロー内で常時
定位置に配置されています。

5.1.1 各チャンネルでモジュールを組み合わせる。
パッチウインドウでモジュールコンポーネントを 3 つのチャンネルで管理します。 これらのチャンネルは A  
から C となっており、各自縦方向順で構成されたモジュールスロットがあります。 各モジュールスロットは
モジュールを配置することが可能です。 モジュールのオンオフ切り替えを行うにはモジュール名称を記して
あるモジュールスロットの左部分をクリックします。
モジュールをインサートする際には次のルールを守ってください。
 • 各チャンネル A-C のモジュールスロット最上部には各一個の Oscillator モジュールをロードしてくだ

さい。
 • 各モジュールスロット 1 、 2 にはモジュレーター、フィルター、またはウェーブシェイパー(Modulator、 

Filter、 Waveshaper)モジュールを挿入してください。

! オシレータ(Oscillator)モジュールはシグナルソースとして機能するので、他のモジュールを目的にあわせて使い分
けます。モジュールを起動すると、このモジュールの種類がモジュールスロットに表示されます。 起動するとタイ

プ(Type)メニューでフィルター、モジュレーター、ウェーブシェイパーの各タイプに切り替えることができます。 例として、
一つのチャンネルの両方のスロットにフィルターモジュールを配置し、 もう一つのチャンネルに 2 つのウェーブシェイパ
ーを配置することが可能です。

5.1.2 チャンネルレベルコントロール(Channel Level controls)
チャンネル A、B、C の下に、水平方向に伸びるチャンネルレベルコントロールスライダーがあります。 これ
らのスライダーで各チャンネルのレベルを調節します。

チャンネルレベルコントロールです。
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ABSYNTH 5 では自動的にレベルを調整することも可能で、チャンネルのどれかの音量を変更しても各チャ
ンネルの合計音量が 0 dB を超えるのを防ぎます。 自動ボリュームレベルを起動するにはオプションダイ
アログの General ページにあるオプション、 Auto balance patch channelsを起動します(セクション
3.4、 “オプションダイアログ(Options Dialog)”を参照してください)。
チャンネル音量の調整は手動で行うことも可能で、各チャンネルを同一の音量にします。 この設定はナビゲ
ーションバー、またはアプリケーションメニューバー(スタンドアローンバージョン使用時)内の Edit メニュー
の Balance Levels を選択します。

5.1.3 サラウンドパンスイッチ(Surround Pan Switch)
パッチウインドウの下左隅にあるサラウンドパンスイッチ(Surround Pan switch)でサラウンドパンモード
(Surround Pan mode)の起動オン/オフを行います。

サラウンドパンスイッチ

このモードで各チャンネルの定位を自由に設定します。 この機能で印象的な空間的効果を生成、例えば各
チャンネルの定位を個々に LFO またはエンベロープで操作することが可能です。 詳細は8、 “エンベロー
プウインドウ(Envelope Window)”、 9、 “LFO Window (LFO ウインドウ)”を参照してください。

5.1.4 マスターチャンネル(Master Channel)

起動した状態の各マスターチャンネルモジュールです。
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シグナルは各オシレータモジュールから各チャンネルで起動しているモジュールを通過し、ABSYNTH 5 の
インターフェイスの最下部にあるマスターチャンネルでミックス処理されます。 マスターチャンネル内でシグ
ナルは左から右へと通過します。
このチャンネル内には特定のモジュール用のモジュールスロットがあります。エフェクトモジュールは常にパ
ッチウインドウの右下にあり、言い換えればモジュールチェーンの最後尾に常時配置されています。 マスタ
ーチャンネル内の他の 2 つのモジュールは任意のモジュールに設置することが可能です(オシレータモジュ
ールは除く)。
エフェクトモジュールを通過した音声が ABSYNTH 5 が発音する音声となります。

% 起動したモジュール同士をつなぐ配線をシグナルの流れを確認する手がかりにしてください。

5.1.5 マスターチャンネルのモノモードとポリモード
マスターチャンネル内のモジュールには 2 つの操作モードがあり、それらは Poly モードと Mono モードで
す。 モードの切り替えは Mono/Poly スイッチで行います。

Mono/Poly スイッチです。

 • モノモードでは(矢印が集合するアイコン)、A-C 各チャンネルからのシグナルはモジュールで加工される
前に合成されます。

 • ポリモードでは(平行矢印アイコン)モジュールが各チャンネルを個別に処理します。

! モノモードの後にポリモードを使用することはモードの性質上不可能です。

各モードの相違点はウェーブシェイーパー(Waveshaper)モジュールを使用することでいっそう明確になりま
す。ポリモードでは各ボイスで独自のウェーブシェイパーを使用します。 ディストーションは各ボイスに個別
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に適用されます。これはギターの弦ごとに個別のピックアップを配置しているのと同様の状態です。 モノモ
ードでは単体のウェーブシェイパーを各ボイスに使用し、ディスーションが効いたギターでコードを引くのと似
たような状態となります。 マスターチャンネルにウェーブシェイパーモジュールをインサートして各設定を試
してください。 演奏しながら Mono/Poly スイッチをクリックして各モードの違いを確認してください。 モ
ノモードで複数のノートを演奏すると、ディストーション音声が非常に強くなるはずです。 これは異なるボ
イスのシグナルがウェーブシェイパーインプット前に構成され、インプットが大きくなることで生じます。 ポ
リモードではボイスは複数のウェーブシェイパーで処理されるのでシグナルレベルが比較的低くなります。

% インプットレベルが低い場合、モノモード時のウェーブシェイパーはコンプレッサーのように機能し、インプットシ
グナルレベルを大きくします。

5.2 全モジュールの共通機能
パッチウインドウ内の各モジュールには共通機能があります。
 • エディットメニュー(Edit Menu)
 • パネルとタブ
 • テンプレート(Template)機能とユニバーサルライブラリ

 

5.2.1 エディットメニュー(Edit Menu)

Filter モジュール用の Edit メニューです。
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各モジュールの上左隅には Edit メニューがあります。 この Edit メニューにはそのモジュール用グローバル
機能があります。 各エントリーは以下のようにグループ化されています。
 • 最初のエントリーではモジュールの設定内容をクリップボードにコピーし同じ種類のモジュールにその内

容をペースト、または事前にクリップボードに保存しておいた設定内容をモジュールにペーストするとい
ったことが可能です。 オシレータではチャンネル全体のコピー/ペーストが可能です。

 • 以下のエントリーではテンプレート(Templates、全ての設定内容を備えたモジュール/チャンネル)の保
存とロードが可能です(詳細はセクション 5.2.3, “ユニバーサルライブラリ(Universal Library)”を参照
してください)。

 • 最後の 2 つのエントリーで特定のモジュール用にミューテーション(Mutation)の適用とミューテーシ
ョンの再適用を行います。 このミューテーション用の設定はブラウザのミューテーターセクション(セク
ション11.3、 “Mutator”)を参照してください。

5.2.2 パネルとタブ
各モジュールでは各モジュールパラメータを管理する最大 3 つまでのパネルがあります。 各パネルを呼び出
すにはモジュール上部にある対応するタブをクリックします。
モジュールの種類によって使用できるパネルは異なり(Oscillator、 Filter、 Modulator 、Waveshaper)
各モジュールタイプのモードも異なります。 以下のモジュール解説セクションにあるパネルの全リストを確
認してください。

5.2.3 ユニバーサルライブラリ(Universal Library)
ABSYNTH 5 のユニバーサルライブラリ(Universal Library) で複雑な音声を簡単に作成することが可能
となります。 テンプレート(Templates) の保存、ロードを行うことで、各ウェーブフォーム、エンベロープ、エ
フェクト、エンベロープ付モジュール、チャンネル全体をユニバーサルライブラリで管理することが可能です。

! ハードドライブのユニバーサルライブラリの位置は General ページのオプション、Template Libraries Directory 
のオプションダイアログで変更することができます(セクション3.4、 “オプションダイアログ(Options Dialog)”

を参照してください)。

パッチウインドウでチャンネルとモジュール、エフェクト設定各を対応するエンベロープと共に保存、ロードす
ることが可能です。 ユニバーサルライブラリでテンプレートとしてチャンネル、モジュール、エフェクト設定を
保存すると、エンベロープが自動的に追加されます。
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テンプレート(Templates)をロードするには、モジュールのEdit メニューからカテゴリを選択します。
 • オシレータ(Oscillator)でオプションLoad Oscil Template を選択して設定済みのオシレータをロード

します。 コマンド Load Channel Template でチャンネル全体をロードすることが可能です。
 • フィルター、モジュレーター、ウェーブシェイパーの各モジュールの Edit メニューにはそのモジュールの

設定をロードする Load Template オプションがあります。

テンプレートの保存方法は以下です。
 • オシレータ(Oscillator)でオプションSaveOscil Template を選択して設定済みのオシレータを保存し

ます。 コマンド Save Channel Template でチャンネル全体を保存することが可能です。
 • フィルター、モジュレーター、ウェーブシェイパーの各モジュールの Edit メニューにはそのモジュールの

設定を保存する Save Template オプションがあります。

! ABSYNTH 5 ではライブラリを自動的に用途に合わせて管理します。例えば、フィルターテンプレートをオシレ
ータにロードすることはできませんし、ウェーブシェイパーテンプレートをエンベロープフォルダに保存すること

はできません。

パッチウインドウ以外から、ユニバーサルライブラリにアクセスする方法があります。エンベロープ(Envelope)
ウインドウとウェーブ(Wave)ウインドウからテンプレートをロード保存することも可能です。 例えば、個々の
エンベロープとウェーブフォームをライブラリに保存することも可能です。エンベロープウインドウとウェーブウ
インドウの Transform メニューからユニバーサルライブラリにアクセスすることも可能です。
ABSYNTH 5 にはチャンネル、モジュール、エンベロープ、エフェクト設定とウェーブフォームの膨大なライ
ブラリを備えています。 ライブラリからチャンネルを呼び出し複雑なサウンドデザインを行うには以下をな
ぞってください。
1. パッチウインドウのからのオシレータモジュールスロットの左の余白をクリックしてオシレータを起動し

ます。
2. オシレータの上左隅の Edit  メニューでエントリLoad Channel Template… を選択します。 

するとチャンネルテンプレートリストが表示されます。
3. リストから任意のエントリを選択して“OK”をクリックします。チャンネルにエントリの内容が展開します。
4. 同様の作業を他の 2 つのチャンネルでも行います。

 ➝ ここまでで、手作業では非常に時間のかかる作業を何秒かの間で行うことができました。
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旧バージョンのテンプレートの使用
ABSYNTH 4 のテンプレートを ABSYNTH 5 で使用する場合、これらを新規バージョンのほうのライブ
ラリフォルダにコピーする必要があります。
 • Mac OS X では古いテンプレートはデフォルトではディレクトリ“HD:Library/Application Support/

Native Instruments/Absynth 4/Libraries/[subdirectories]”に保存してあります。

! この作業は慎重に行ってください。 Mac OS X  では ABSYNTH 5 ライブラリと ABSYNTH 4 ライブラリフ
ォルダを個別に扱い、ABSYNTH 5 への上書きを避けるようにしてください。 代わりにテンプレートがあるフォ

ルダを開き、サブフォルダの最下層部に到達してから任意のサブフォルダを手動で ABSYNTH 5 のライブラリディレク
トリにコピーします。

 • PC では古いテンプレートはデフォルトではディレクトリ“C:\Programs\Shared Files\Native 
Instruments\Absynth 4\Libraries\[subdirectories]”にあります。 ABSYNTH 4 ライブラリフォ
ルダ全体をコピーし、ABSYNTH 5 ライブラリフォルダにペースト、“Replace all”をクリックします。

念のためこの作業を行う前に、ABSYNTH 5 ライブラリフォルダのバックアップを取っておくと良いでしょう。

5.3 多くのモジュールの共通機能
以下の機能は多くの状況で使用します。 これらの機能を把握しておくとモジュール操作を行うのに非常に
便利です。
 • ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)とウェーブフォームセレクション(Waveform 

Selection)ダイアログ
 • フリークエンシー(Frequency)メニュー/コントロール
 • アンチエイリアススイッチ(Anti Alias Switch )
 • フェイズインバーター(Phase Inverter)
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5.3.1 ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)とウェーブフォームセ
レクション(Waveform Selection)ダイアログ

ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)です。

ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)はウェーブテーブルを使用する全オシレータモードで有
効です。 ここで ABSYNTH 5 内のオシレータ用ウェーブフォームを選択します。 これはパッチウインドウ
の各オシレータのみでの使用のほかに、ABSYNTH 5 の全てのほかのウェーブフォームを使用する機能で
使用可能です。 例えば LFO ウインドウとEnvelope ウインドウの LFO エリアでもウェーブフォームセレク
ターを使用可能です。
ウェーブフォームセレクターをクリックすると、ウェーブフォームセレクションダイアログを開きます。 このダ
イアログには全ウェーブフォームリストがあります。

ウェーブフォームセレクションダイアログ

リストの上の 3 つのボタンを使用してウェーブフォームの 3 つのカテゴリを切り替えます。
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 • シンプルウェーブ(Simple Waves)は単純な形のウェーブフォームです。 これは波形の一部を切り取っ
た小さなサンプルとして考えることもできます。 Sine、 Triangle、 Saw and Square、 の基本的な
波形と並び、より複雑なウェーブフォームも用意しています。

 • モーフウェーブ(Morph Waves)はウェーブモーフ(Wave Morph 、セクション7.5 “ウェーブモーフ(Wave 
Morph)”参照)機能を使用するウェーブフォームです。 モーフウェーブはデータとして保存された 2 つ
の波形で、これらをブレンドした合成音声をウェーブモーフ機能で生成します。

 • ライブラリウェーブ(Library Waves)は ABSYNTH 5 のユニバーサルライブラリにあるウェーブフォー
ムです。

リスト内の希望するカテゴリにある波形を表示させるには、ウェーブフォームセレクションダイアログの上部
の任意のボタンをクリックします。
波形をモジュールにロードするには、リストのエントリーをクリックします。 新規ウェーブフォームがすぐに起
動するので波形による音声の変化も MIDI キーボードを演奏することですぐに確認できます。 ウェーブフォ
ームセレクターの隣のディスプレイで現在使用している波形を確認することができます。 ウェーブフォーム
を選択したら、ウェーブフォームセレクションダイアログの一番下にある“OK”をクリックします。

 ➝ 新規ウェーブフォームを作成するには、リストで波形を選択してダイアログの一番上の新規波形ボ
タン(New Wave button) (New と表示してあります)をクリックします。

 ➝ 選択したウェーブフォームを基本とした新規ウェーブフォームがウェーブウインドウにロードされま
す。 ABSYNTH 5 のウインドウも Wave ウインドウに切り替わります。

! すでにオリジナルは計のコピーを使用するので、ここからの作業で選択した波形のオリジナルを編集することは
ありません。

 ⒉ 既存の波形を編集する場合は、ダイアログの上部にある Edit Wave ボタン (Edit と表示されていま
す)をクリックします。
 ➝ ABSYNTH 5 は Wave ウインドウに自動的に選択したウェーブフォームをロードし、対応したウ

インドウが表示されます。
自分で作成したウェーブフォームのみ編集可能です(New Wave ボタンを押して作成した波形)。 ファクトリ
ーウェーブフォームを編集することはできません。
7章 “ウェーブウインドウ(Wave Window)”で Wave ウインドウを詳細解説しています。
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5.3.2 フリークエンシーメニューとフリークエンシーコントロール

Trans モードのフリークエンシーメニューです。

全てのオシレータは各種入力ノートに対応するように設定可能です。 その設定モードをフリークエンシーモ
ード(Frequency modes)と呼びます。 フリークエンシーメニューとその右にあるフリークエンシーコントロ
ールを用いて以下のフリークエンシーモードを選択します。
 • Trans: このモードでオシレータは演奏したノートのピッチを追従します。 フリークエンシーコントロー

ルでセミトーン単位で調節します。 例えばフリークエンシーコントロールを 1.5 にすると音程が演奏ノ
ートと比較して 1 音半分転調します。 フリークエンシーコントロールの解像度は半音の 1/1000 単位
で調節可能です。

 • Ratio: このモードでオシレータをフリークエンシーレシオ(例、2  で 12 ハーフトーン、 3  で 19 ハーフ
トーン等)で変調します。 このモードはフリークエンシーモジュレーションとリングモジュレーション使
用時に特に有効です。

 • Hz: でピッチがヘルツ単位で固定されます。 このモードもフリークエンシー/リングモジュレーションに
対して効果的で、オシレータは演奏ノートを無視します。 オシレータのピッチはピッチベンドや LFO シ
グナルにも反応せず、エンベロープでコントロールすることが可能となります。

 • Note: 選択した MIDI ノートに対応したピッチで発音します。 このモードは Hz  フリークエンシーモー
ドに似ていますが、ノートに忠実な音程を発音するのに適しています(例、60.5 = C3 +4 分の １ トー
ン)。

% 
フリークエンシーモード Hz  と Notes  を切り替えてノートの正確な周波数を表示します。

5.3.3 アンチエイリアススイッチ(Anti Alias Switch)

アンチエイリアススイッチです。　
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アンチエイリアススイッチ(Anti-Alias switch) 各所のピークをスムーズにします。 この機能でスムーズな
アナログに近いサウンドを生成します。 アンチエイリアス機能を起動するには、アンチエイリアススイッチ
をクリックします。
シンボルが小さな階段状になっている場合は、この機能がオフの状態です。  シンボルの角が取れた状態と
なると、このシンボルが表示されているオシレーターにアンチエイリアス機能が起動しています。
この機能は高フリークエンシーで特に有効です。 この機能を使用しない場合、”フォールドバック”と呼ばれ
るデジタルディストーション特有の荒い音声が高音部で特に確認できます。 アンチエイリアスでこのフォール
ドバックを大きく削減することが可能です。 この機能で音声処理を行う場合 CPU消費量が多くなります。 
特にこの処理音声が必要ではない場合は、この機能はオフにしておくのが良いでしょう。

! 互換性の関係で、ABSYNTH 1 で作成したパッチはこの機能がオフの状態で展開します。 ABSYNTH 5 で各
チャンネルごとでこの機能をオンまたはオフにした状態で作成することが可能です。

5.3.4 フェイズインバーター(Phase Inverter)

フェイズインバーター(Phase Inverter)はウェーブテーブルを用いた全オシレータシンセシスで有効です。 
有効にすると、オシレータで生成した音声を反転させます(フェイズを180°に調整します)。
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5.4 オシレータモジュール(Oscillator Module)

オシレータモジュールです。

３ つのオシレータ(Oscillator) モジュールは ABSYNTH 5 のサウンドソースです。 他の全てのモジュール
はオシレータから生成したサウンドを加工する為のものです。 オシレータが起動していない場合は、サウン
ドは発音せず、それ以降のモジュールを起動することもできません。 チャンネルのモジュールはオシレータ
が起動している状態で使用可能となります。
オシレータはシンセシス各方式を起点に多様なオペレーティングモードで起動することが可能です。 以下
のセクションでは、各オペレーションモードについて解説します。 まず全てのオシレータのレイアウトと基
本機能について解説します。
オシレータは Patch ウインドウの各チャンネル A、B、C 上部のモジュールスロットにインサート可能です。
オシレータモジュールを起動するには以下を行ってください。

 ⒉ 任意のモジュールスロットの左の余白部分をクリックして起動します。

5.4.1 オシレータのパネルとタブ
オシレータには常に各パネル(Main、Mod、Uni )があります。 タブをクリックして各パネルを表示します。

オシレーターパネルです。
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Main パネル
Main パネル にはオシレータモジュールのメインオシレータ用の全パラメータを含んでいます。 このメイン
パネルで最も重要な部分はシンセシス(Synthesis)メニューで、ここでメインオシレータで使用するシンセシ
ス方式を決定します。 このシンセシスメニューのシンセシスモードは 3 つのグループに分かれています。
 • ウェーブテーブルシンセシス(Wavetable synthesis、Single、Double、 FM、 Ringmod、 

Fractalize、 Sync Granular)ではオシレータがウェーブフォームを使用したシグナルを生成します。
 • サンプリング(Sampling、Sample、 Granular)でオシレータがサンプルをベースにしたシグナルを生

成します。
 • 外部オーディオシグナル(External audio signal 、Audio In)でオシレータが外部ソースを用いたオー

ディオシグナルを発音します。

このパネルのほかのパラメーターは選択したシンセシスモードによって異なります。 以下のセクションでは
その詳細を解説します。

Mod パネル(Mod Panel)
Mod パネル (モジュレーション)にはモジュレーションオシレータの全パラメータを含んでいます。 パラメー
タの内容はメインパネルで選択したシンセシスモードによって異なります。 これらのパラメータに関しては以
下のシンセシスモードの解説セクションで解説しています。

Uni パネル (Uni Panel)
Uni パネル (ユニゾン) でオシレータのユニゾン設定を行います。

この機能を使用できるシンセモードは Single、 Double、 FM、 Ringmod、 Fractalize、で Uni パネル
では以下のパラメータを表示します。
 • Num Voicesで各単一ノートを演奏したときのボイス総数を設定します。 設定最高値は 8 です。
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 • Transでオリジナルの音程とユニゾンボイスの音程差を調節します。 このパラメータは Num Voices 
での設定が 1 以上の場合に有効です。

 • Rand Transで半音ごとの上下音程差をランダムに追加します。

ユニゾン機能で簡単にその音声を強調することができます。 Num Voices の値を 1 以上にすると、オシレ
ータのアウトプットシグナルに新規ボイスが追加/ミックスされます。
Trans 値で原音とユニゾン追加される音声との音程差を設定します。 偶数ボイスが低く変化し、奇数ボイ
スが高く転調します。

% 例えば Num Voices を 3 にし Trans 値を 1 にすると、各ノートには原音と各高低音声が追加された状態で発
音します。 ボイス数を 4 に上げると、追加されるボイスはボイス数が 3 設定のときの最後の追加音声よりも半

音低く発音されます。 ボイス数を 5 にすると、新規ボイスが追加され、半音低い状態となります。

Rand Trans パラメーターでシーケンス再生時の各ノート音程をランダムに変更可能となります。 Num 
Voices を低く設定しておき、Rand Trans を使用することで緩やかな音程のずれ(弦楽器の再現やパーカ
ッションに音程差を加えることでより自然なサウンドを再現します)が生じます。 予測できない新鮮な演奏
結果を得ることが可能です。

! 
Sync Granular、 Sample、 Granular、Audio In、の各オペレーションモードにはユニゾン機能はなく、Uni 
タブも無効の状態となります。

5.4.2 オシレータの Edit メニュー
オシレータの左上隅にある Edit メニューはオシレータ全てに備わっています。 各オプションは以下となっ
ています。
 • Copy Oscil: 選択したオシレータの設定をクリップボードにコピーします。
 • Copy Channel: チャンネル内で有効な全てのモジュールの設定内容をクリップボードにコピーします。
 • Paste Oscil: クリップボードに(コマンドCopy Oscil を用いて) 保存した内容を選択したオシレータに

ペーストします。
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 • Paste Oscil and Envelopes: クリップボードに保存した設定内容を(via the command Copy Oscil) 
選択したオシレータにペーストします。 オシレータと関係あるエンベロープもオシレータ内にペーストさ
れます。

 • Paste Channel: クリップボードに保存したチャンネル設定を現在のチャンネルにペーストします。
 • Load Oscil Template: オシレータテンプレート(Oscillator Templates)のリストからオシレータ設定

をロードする為のダイアログを開きます。 リスト内の任意のエントリを選択して“OK”をクリックしてテ
ンプレートをロードします。

 • Load Channel Template: チャンネルテンプレート(Channel Templates)のリストからチャンネル設
定をロードする為のダイアログを開きます。 リスト内の任意のエントリを選択して“OK”をクリックして
テンプレートをロードします。

 • Save Oscil Template: 現在のオシレータ設定をテンプレートとしてユニバーサルライブラリに保存し
ます。 ダイアログでテンプレートを保存する場所とテンプレート名称を入力し、“OK”をクリックしてテ
ンプレートを保存します。

 • Save Channel Template: 現在のチャンネル設定をテンプレートとしてユニバーサルライブラリに保存
します。 ダイアログでテンプレートを保存する場所とテンプレート名称を入力し、“OK”をクリックして
テンプレートを保存します。

 • Mutate Oscil: 指定したオシレータにミューテーション(Mutation)機能を適用します。
 • Retry Mutate Oscil: 指定したオシレータにミューテーション(Mutation)機能を再適用します。

ミューテーション設定はブラウザのミューテーターセクションで行います(セクション 11.3、 “Mutator”、
参照)。

5.4.3 シングルモード(Single Mode)

シングルモードのオシレータです。
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シングルモードでは単一のメインオシレータが起動します。
メインパネル ではメインオシレータをコントロールする為の全パラメータを含んでいます。
 • シンセシスメニューで任意のシンセシス方式を選択します(セクション 5.4.1 “オシレータのパネルとタ

ブ”参照)。
 • ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)をクリックするとオシレータのウェーブフォームを選

択するウェーブフォームセレクションダイアログを開きます(セクション 5.3.1、 “ウェーブフォームセレク
ター(Waveform Selector)とウェーブフォームセレクション(Waveform Selection)ダイアログ”参照)
。

 • アンチエイリアススイッチ(Anti-Alias switch)でアンチエイリアス機能のオンオフ切り替えを行います(
セクション 5.3.3 “アンチエイリアススイッチ(Anti Alias Switch)”参照)。

 • フリークエンシーメニューとフリークエンシーコントロール(Frequency menu and Frequency 
control)でオシレータの再生ノートのトランスポジションとノート間の音程差を固定周波数(Hz) または 
MIDI ノート(Note)で設定します。セクション 5.3.2, “フリークエンシーメニューとフリークエンシーコン
トロール”を参照してください。

 • フェイズシンクスイッチ(Phase Sync switch)を Phase にすると受信 MIDI ノートのオシレータのフ
ェイズをリセットします。 フェイズシンクスイッチが Free となっている場合は、オシレータがリセット
されることはありません。  単一のオシレータを起動しており、Uni パネルで設定ボイス数を 1 にした
時、 Free は機能しません。 ユニゾンボイス数か複数のオシレータを起動すると、各ノート音声に変化
が現れます。

 • フェイズコントロール(Phase control)でオシレータのフェイズを設定します。 この効果はオシレータ
を 2 つ以上起動したときに現れます。 このパラメータはキャリアとモジュラー間の周波数レシオが整
数値である場合に便利です(FMシンセシス方式の場合)。
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5.4.4 ダブルモード(Double Mode)

ダブルモードのオシレータです。

ダブルモードでオシレータ(メインオシレータとMod オシレータ)が起動します。 2 つのオシレータのシグナ
ルはミックスされます。
メインパネルにはシングルモード時と同様のパラメータがあります。これらのパラメータの詳細に関しては 
5.4.3、 “シングルモード(Single Mode)”を参照してください。
Mod パネルには以下のパラメーターがあります。
 • バランスコントロール(Balance control)でオシレータのアウトプットシグナルとなるメインオシレータと 

Mod オシレータのバランスを調節します。
 • ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)で Mod オシレータとして使用するウェーブフォー

ムを選択するダイアログを開きます(セクション5.3.1、 “ウェーブフォームセレクター(Waveform 
Selector)とウェーブフォームセレクション(Waveform Selection)ダイアログ”、参照)。

 • フリークエンシーメニューとフリークエンシーコントロール(Frequency menu and Frequency 
control)でオシレータの再生ノートのトランスポジションとノート間の音程差を固定周波数(Hz) または 
MIDI ノート(Note)で設定します。セクション 5.3.2, “フリークエンシーメニューとフリークエンシーコン
トロール”を参照してください。

 • フェイズコントロール(Phase control)でオシレータのフェイズを設定します。 この効果はオシレータ
を 2 つ以上起動したときに現れます。 このパラメータはキャリアとモジュラー間の周波数レシオが整
数値である場合に便利です(FMシンセシス方式の場合)。

% ダブルモードのオシレータの CPU 使用量はシングルモードの 2 つのオシレータよりも少ない量となります。
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5.4.5 FM モード(FM Mode)

FM モードのオシレータです。

フリークエンシーモジュレーションは 1960 年代後半に John Chowning によって発見され、1980 年代
に Yamaha のDX7 シンセによってその名を世に知らしめました。 FM シンセシスについてはここではあえ
て説明する必要もないでしょう。
FM モードで Mod オシレータはメインオシレータの周波数を変調します。
メインパネルにはシングルモード時と同様のパラメータがあります。 詳細についてはセクション5.4.3、 “シ
ングルモード(Single Mode)” を参照してください。
Mod パネルには以下のパラメーターがあります。
 • FM インデックスでフリークエンシーモジュレーションの深さを設定します。
 • ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)をクリックしてオシレータ用のウェーブフォームを選

択します(セクション5.3.1、 “ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)とウェーブフォームセ
レクション(Waveform Selection)ダイアログ”、 参照)。

 • フリークエンシーメニューとフリークエンシーコントロール(Frequency menu and Frequency 
control)でオシレータの再生ノートのトランスポジションとノート間の音程差を固定周波数(Hz) または 
MIDI ノート(Note)で設定します。セクション 5.3.2, “フリークエンシーメニューとフリークエンシーコン
トロール”を参照してください。

 • フェイズコントロール(Phase control)でオシレータのフェイズを設定します。この効果はオシレータを 
2 つ以上起動したときに現れます。このパラメータはキャリアとモジュラー間の周波数レシオが整数値
である場合に便利です(FMシンセシス方式の場合)。
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5.4.6 リングモジュレーションモード(Ringmod Mode)

Ringmod モードでメインオシレータのシグナルと Mod オシレータが増幅しあいます。
メインパネルにはシングルモード時と同様のパラメータがあります。 詳細についてはセクション5.4.3、 “シ
ングルモード(Single Mode)Mod パネルには以下のパラメーターがあります。
 • バランスコントロール(Balance control)でオシレータのアウトプットシグナルとなるメインオシレータと 

Mod オシレータのバランスを調節します。
 • ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)をクリックするとオシレータ用のウェーブフォームを

選択する為のダイアログを開きます (セクション 5.3.1、 “ウェーブフォームセレクター(Waveform 
Selector)とウェーブフォームセレクション(Waveform Selection)ダイアログ”参照)。

 • フリークエンシーメニューとフリークエンシーコントロール(Frequency menu and Frequency 
control)でオシレータの再生ノートのトランスポジションとノート間の音程差を固定周波数(Hz) または 
MIDI ノート(Note)で設定します。セクション 5.3.2, “フリークエンシーメニューとフリークエンシーコン
トロール”を参照してください。
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5.4.7 フラクタライズモード(Fractalize Mode)

フラクタライズモードのオシレータです。

ABSYNTH を熟知している方ならフラクタライズモード(Fractalize mode) のリアルタイムバージョンが 
Wave ウインドウの Transform メニュー にあることをご存知でしょう(ほとんど同様に機能します)。 フラ
クタライズモードでは、選択したウェーブフォームの形自体が波形全体の形となります。 このモードを使用
してウェーブフォームに倍音を加えることができます。
メインパネルにはシングルモード時と同様のパラメータがあります。 詳細についてはセクション5.4.3、 “シ
ングルモード(Single Mode)” を参照してください。
Mod パネルには以下のパラメーターがあります。
 • イターレーション(反復/Iterations)パラメーターでは同じような音声の繰り返し回数と、オリジナルウェ

ーブフォームかとの相違具合を調節します。 設定値は 2 から 7 までで、値が高くなるほど複雑で軽い
印象のサウンドとなり、CPU 消費量も高くなります。

 • アマウント(Amount)でオリジナルウェーブフォームとコピーのミックス加減をコントロールします。
 • ディスプレイス(Displace)パラメーターでオリジナルウェーブフォームと関係するコピーエリアのずれを

設定します。 0 で対象となるウェーブフォームの前に、1 でコピー対象となるウェーブフォームの後にコ
ピーされた部分が移動します。 値を 0.5 にすると、エリアはウェーブフォームの中心部に配置されま
す。 LFO または Envelope でパラメーターを変調している場合は、サウンドにより興味深い結果をも
たらすことがあります。

% Wave ウインドウ内でフラクタライズ機能を確認するのも良いでしょう。 単純なウェーブフォーム(サイン波等)を 
Wave ウインドウにロードしてください。 Wave ビューの下をチェックしてもまだ何も起こりません。 Transform 

メニューからエントリー Fractalize を選択します。 イターレーションを 2、 ディスプレイス値を 9 にします。 ディスプ
レイスの値を 25 へと徐々に上げます。 ウェーブフォームがどう変化するか確認してください。 イターレーションの値
を変更し、更にどうウェーブフォームが変化するか確認してください。
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フラクタライズモードで Uni パネルは Single、 Double、 FM、Ringmod モードとは異なるパラメータ
ーのコンビネーションを含んでいますが、 Trans と Rand Trans は他のモード内と同様に機能します。 し
かし Num Voices パラメーターの代わりにイターレーションパラメーターでフラクタライズモードのボイス
数の設定機能と似た設定を行うことが可能です。

% フラクタライズモードは強い倍音を持つウェーブフォームでの使用に向いており、元の倍音に新しく倍音が生成
されます。 最適なウェーブフォームを選択してフォルマント音声のようなサウンドを生成することも可能です。 

倍音密度が高いウェーブフォーム(例、ABSYNTH 5 ウェーブフォームライブラリの saw) での使用は効果があまり望め
ない場合もあります。

5.4.8 シンクグラニュラーモード(Sync Granular Mode)

シンクグラニュラー(Sync Granular)モード はグラニュラーモード(セクション5.4.10、 “グラニュラーモー
ド(Granular Mode)”、参照)と同様に機能し、ウェーブフォームを小さく切り刻んで(グレインと呼びます) サ
ウンドを生成します。 ABSYNTH 5 内のグラニュラーシンセシスは使用するインプットマテリアルにより異
なり、グラニュラーモードではグレインはサンプルから生成され、 シンクグラニュラーモードではウェーブフ
ォームを使用します。 シンクグラニュラーモードでは自身のウェーブフォーム、または既存ライブラリのウェ
ーブフォームを使用可能でそれらを切り刻んで斬新な音声を生成します。
リシンセシスでグレインを再構成処理する前にグレインの“クラウド”を調整することも可能で、グレインの周
波数や Density でグレインの重なり具合をコントロール、またパラメーター Scatter でグレインクラウド
の分散具合を操作することも可能です。
これらのオプションで非常に効果的なサウンドを生成、例えば、パイプやフルート等のウインドインストゥル
メントの音声を再現することも可能です。
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メインパネルにはシングルモード時と同様のパラメータがあります。 詳細についてはセクション5.4.3、 “シ
ングルモード(Single Mode)” を参照してください。
Mod パネルには以下のパラメーターがあります。
 • バランスコントロール(Balance control)でオリジナルウェーブフォームとリシンセシスによるウェーブフ

ォームのミックスを設定します。 0 にするとオリジナル音声のみを発音し、値を 1にするとリシンセシス
処理を行った音声のみが確認できます。

 • Dens コントロールでグレイン同士の重なり具合を調整することでグレインクラウドの密度を調節しま
す。設定値は 3 から 8 で、値が小さくなると音声が荒くなり、値が大きくなるとサウンドが滑らかになり
ます。

 • Scatter コントロールでグレインクラウドの広がりを調節します。
 • フリークエンシーメニューとフリークエンシーコントロール(Frequency menu and Frequency 

control)でオシレータの再生ノートのトランスポジションとノート間の音程差を固定周波数(Hz) または 
MIDI ノート(Note)で設定します。セクション 5.3.2, “フリークエンシーメニューとフリークエンシーコン
トロール”を参照してください。

5.4.9 サンプルモード(Sample Mode)

サンプルモードのオシレータです。

オシレータモジュールには 2 つのサンプルを使用するモード(Sample /Granular)があります。 これらのモー
ドで ABSYNTH 5 をサンプラーとして使用でき、WAV または AIFF 形式のサウンドデータを再生できます。
基本的な操作方法は両方のモードで同様で、以下の Sample モードの解説内容は次のセクションで紹介す
る Granular モードの操作方法としても機能すると把握してください。
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他のサンプリングインストゥルメントと比較して ABSYNTH にはキーマッピング、ベロシティーレイヤー機
能、または AKAI インポート等の機能がありません。他のサンプラーとは違って ABSYNTH のサンプラー
の目的は既存のサンプラーの再現ではなく、サンプルを使用したシンセシスの可能性を追求することを目的
としています。
3 つ全てのオシレータにサンプルをロードすることが可能で一つの Sound 内で最大 3 つのサンプルを使
用することが可能となります。

% ABSYNTH のサンプリングの可能性を試す前にニュートラルなパッチをロードする必要があります。 ナビゲー
ションバーにある File メニューの New Sound オプションを選択して Patch ウインドウを開いてください。

オシレータモジュールにサンプルをロードするには、以下を行ってください。
1. Sample エントリーをシンセシスメニューから選択してください。 下のサンプルセレクター(Sample 

Selector)では(none)と表示されています。

 

2. このサンプルセレクターをクリックします。 これによりハードドライブにあるサンプルを選択する為のダ
イアログが表示されます。

3. ロードするサンプルを選択して“Open”をクリックします。
 ➝ サンプルがロードされ、サンプルセレクターにサンプルの名称が表示されます。

ABSYNTH 5 では AIFF と WAV データ (ステレオ/モノ)を使用でき、使用可能なサンプリングレートは 
16 から 32 ビットとなっています。
サンプルモードでメインパネル(Main panel) 以下のパラメーターを含んでいます。
 • サンプルセレクター(Sample Selector)に関しては上記の解説を参照してください。
 • Mono/Stereo スイッチでステレオサンプルをモノサンプルに変換することが可能です。ステレオサンプ

ルをロードすると、Mono/Stereo スイッチを使用可能な状態となります。サンプルをステレオに変換で
きない場合、そのサンプルはモノサンプルです。

 • フリークエンシーメニューとフリークエンシーコントロール(Frequency menu / Frequency control)
でオシレータの再生ノートのトランスポジションとノート間の音程差を固定周波数(Hz) または MIDI ノ
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ート(Note)で設定します。 MIDI ノート C3 を演奏すると、オリジナルサンプルが再生されます。 低い
ノートでは遅く低いノート、高いノートで速くサンプルを再生します。 セクション5.4.2、 “オシレータの、
を参照してください。

 • Start コントロールでサンプル再生の起点を設定します。
Mod パネル には 1 つのパラメーターがあります。
 • Play Mode メニューで再生モードを選択します。 No Loop を選択すると、サンプルを一度再生しま

す(打楽器でこのモードを使用するとよいでしょう)。 Loop All を選択すると、サンプルをループ再生し
ます(継ぎ目がないループを作成するにはこのモードを選択しておくと良いでしょう)。 Loop Edit を選
択すると、スタート、エンドパラメータを用いてループ範囲を設定可能となります。

5.4.10 グラニュラーモード(Granular Mode)

グラニュラーモードのオシレータです。

グラニュラーモード(Granular mode)はサンプルをサウンド生成の基礎とします。 このモードはサンプルを
細かい音声の粒 (grains)にし、それぞれが細かい音の塊となります。 この方法で各サンプル音声のピッチと
長さを調節します。 グラニュラーモードではサンプル音声の長さはキーボード全体で一定となり音程のみが
変化します。
メインパネルにはサンプルモード時と同様のパラメータがあります。 詳細についてはセクション5.4.9、 “サ
ンプルモード(Sample Mode)” を参照してください。
Mod パネル には以下のパラメーターがあります。
 • Time % でサンプル再生速度を設定します。 50 % でオリジナル速度の半分となり、200 % で倍とな

ります。 この値を 0 にすると、サンプルがフリーズします。 フリーズしたサンプルに対して、Main パネ
ルの Start コントロールを用いてフリーズ位置を設定することも可能です。
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 • Dens で同時に発音するグレインの数を設定します。 設定値は 1 から 8 までです。 値を低くすると
音声が軽い印象となり、値を 8 にするとグラニュラー音声の密度がまします。 大きい Dens 値を使用
すると CPU 使用量も大きくなります。

 • Size: 各グレインの長さをサンプル単位で設定します。小さな値はパーカッシブなサウンド生成に向いて
おり、大きな値でパッド、またはストリングに似たサウンドとなります。値を小さくすると、音声に典型的
なグラニュラーノイズが生じる場合があります。パラメーターの最大値は 9,999 サンプルです(サンプリ
ングレートが 44.1 kHz の場合約 225 ms です) 

 • R Time 出グレイン再生スピードをランダム設定します。 0 でグレイン再生はランダムになることはな
くなり、値を 100 に設定するとグレインは完全にランダム再生します。

 • R Freq で各グレインの音程をランダム変更します。 0 でランダムになることはなく、100 で音程がマ
イグレインごとに変わります。

 • R Amp で各グレインの音量をランダム再生します。 0 でランダム性はなくなり、100 で完全にランダ
ムに音量を変更します。

5.4.11 オーディオインモード(Audio In Mode)

Audio In モードのオシレータです。

Audio Inモードで、オシレータはシグナルを生成せず、代わりに入力オーディオシグナルを出力します。 こ
れにより様々な音声を ABSYNTH 5 内のモジュールでリアルタイム加工することが可能となります。 また 
ABSYNTH 5 をエフェクトとして使用し、オーディオシグナルをライブ等で活用することが可能となります。 
ABSYNTH 5 をエフェクトプラグインとして ホストオーディオ MIDI シーケンサー内で起動し、オーディオ
トラックを加工することも可能です。
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% Audio In モードでオシレータを編集し、Sound として保存する場合は、Attribute ウインドウでこのサウンド
を“Effect”としてアサインしておくと 便利でしょう。

Main パネルから全ての Audio In パラメータにアクセス可能です。
 • Mono/Stereo スイッチで扱うオーディオをモノ、またはステレオシグナルに変更します。 mono を選

択すると、インプットメニューが 1 つとなります。 stereo を選択した場合は、2 つのインプットメニュ
ーが表示されます。

 • レベルコントロール(Level コントロール)でインプットシグナルレベルを調節します。 デフォルト値は 
0 dB でシグナルは音量変化することなく通過します。

 • インプットメニュー(Input menu)でスタンドアローンバージョンのオーディオと MIDI の設定ダイアログ
(アプリケーションメニューバーの File メニュー)で設定可能な 6 つのオーディオインプットの一つを選
択します。 

! ABSYNTH 5 のシグナルパスを通過する外部オーディオシグナルは内部で生成されたシグナルと同様に処理さ
れます。 ABSYNTH 5 が MIDI ノートを受信しても外部音声は聞こえず、エンベロープをトリガーするために用

いられます。

5.5 フィルターモジュール(Filter Module)
フィルター(Filter)モジュールにはいくつかのフィルターがあります。 これにより低域を減衰し、高域を強調
するといったサウンドの周波数帯を調整が可能となります。

5.5.1 基本機能
フィルターモジュールはチャンネル A-C 最上部(オシレータモジュール専用)とマスターチャンネルの最後のスロ
ット(エフェクトモジュール専用)以外は Patch ウインドウのどのモジュールスロットにもインサート可能です。
フィルターモジュールを起動するには以下を行ってください。
1. フィルター、モジュレーター、ウェーブシェイパーモジュールスロットの左の余白部分をクリックして起動

します。
2. Type メニューからフィルタータイプを選択します。
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5.5.2 フィルターのパネルとタブ
他のモジュールと同様に、フィルターモジュールは各モジュールでは各モジュールパラメータを管理する最大 3 
つまでのパネルがあります。 各パネルを呼び出すにはモジュール上部にある対応するタブをクリックします。
フィルタータイプによってパネルの内容が異なります。 以下のモジュール解説セクションにあるパネルの全リス
トを確認してください。 ここではまずこれらのパネルの 2 つの基本事項について解説します。
 • Cloud 以外の 全てのフィルタータイプには最初のパネルが Main パネルとなり、そのフィルタータイプ用

のメインパラメーターを備えています。
 • フィルタータイプ LPF 2 Pole、 LPF 4 Pole、 LPF 8 Pole、 Allpass 2、 Allpass 4、 Allpass  

8 、Supercomb には ABSYNTH 5 から導入されたフィードバックループコントロール用 FB が設けて
あります(次セクション参照)。

5.5.3 フィードバックループとフィードバックパネル
ABSYNTH 5 からフィルターモジュールに新機能を追加しました。それはフィードバックループ(feedback loop)
です。 このフィードバックループでフィルターのアウトプット成分を再インプットし、その音声を出力します。 フィー
ドバックループには各フィルタータイプがあります(LPF 2 Pole、 LPF 4 Pole、 LPF 8 Pole、 Supercomb、 
Allpass 2、 Allpass 4 、 Allpass 8)。
全フィルタータイプで、フィードバックループ設定項目は Main パネルの隣のフィードバックパネル (FB と表示し
てあります)。

典型的なフィードバックパネルです。

! このフィードバックループはフィルターのレゾナンスループ内部で生成されます。 即ち、フィードバックループに送
られるシグナル量は各フィルターのメインパネルのレゾナンスパラメーターでも左右します(Supercomb ではフィ

ードバックコントロールを使用するので、関係ありません)。
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パネルの上部ラインでは常に以下の 2 つのパラメーターを備えています。
 • アンチエイリアススイッチでアンチエイリアス機能をオンオフ切り替えし、 オンにすることでフィードバ

ックループのピークをスムーズにします。 アンチエイリアススイッチをクリックして(小さな階段の形状を
持つボタン)起動してください(アンチエイリアススイッチに関してはセクション 5.3.3、 “アンチエイリア
ススイッチ(Anti Alias Switch)”を参照してください)。

 • フィードバックモードメニューで任意のフィードバックモードを選択します。 Normal  を選択するとフィ
ードバックループが起動を停止します。 フィードバックモードにある他の 3 つのモードは以下のセクシ
ョンで開設しています。

ウェーブシェイプフィードバックモード(Waveshape Feedback Mode)
Feedback パネルのフィードバックモードメニューでこのモードを選択すると、フィードバックループ内のシ
グナルがミニウェーブシェイパーによって処理されます。 よってフィードバックパネルの下の部分のパラメー
ターもウェーブシェーパーモジュールと似た内容となります。
以下は上記両モジュールでの相違点です。
 • フェイズインバーターはウェーブフォームセレクターの隣に表示されます。(フェイズインバーターに関し

ては5.3.4、 “フェイズインバーター(Phase Inverter)”参照)。
 • ウェーブシェイパーからコントロールしていた In dB / Out dB はアマウント(Amount)コントロールと

なり、ウェーブシェイパーによるシグナル加工の度合いを調節します。

その他の項目はウェーブシェイパーと同様です。 セクション5.7、 “ウェーブシェイパーモジュール
(Waveshaper Module)”、でパラメーターと各機能について参照してください。

Freqshift フィードバックモード(Freqshift Feedback Mode)
Feedback パネルのフィードバックモードメニューでこのモードを選択すると、フィードバックループ内のシグ
ナルがミニ Freqshifter によって処理されます。 よってフィードバックパネルの下の部分のパラメーターも 
Freq Shift モードのモジュレーターモジュールと似た内容となります。
以下は上記両モジュールでの相違点です。
 • アンチエイリアススイッチは上左隅にあります(アンチエイリアススイッチに関してはセクション5.3.3、 

“アンチエイリアススイッチ(Anti Alias Switch)”を参照してください)。
 • Freq Shift モードのモジュレーターモジュールにあるフィードバックコントロールは Mix コントロール

となり、そこで Freq Shifter によるシグナル加工の度合いを調節します。
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他の機能は Freq Shift モードのモジュレーターモジュールと同様の内容となっています。 セクション5.6、 
“フリークエンシーシフト(Frequency Shift)”、でパラメーターと各機能について参照してください。

Ringmod フィードバックモード(Ringmod Feedback Mode)
Feedback パネルのフィードバックモードメニューでこのモードを選択すると、フィードバックループ内のシ
グナルが Ringmod モードのミニバージョンのモジュレーターモジュールによって処理されます。 よってフ
ィードバックパネルの下の部分のパラメーターもRingmod モードのモジュレーターモジュールと似た内容
となります。
以下は上記両モジュールでの相違点です。
 • アンチエイリアススイッチは上左隅にあります(アンチエイリアススイッチに関してはセクション5.3.3、 

“アンチエイリアススイッチ(Anti Alias Switch)”を参照してください)。
 • Ringmod モードのモジュレーターモジュールにあるバランスコントロールは Mix コントロールとなり、

そこで Freq Shifter によるシグナル加工の度合いを調節します。

他の機能は Ringmod モードのモジュレーターモジュールと同様の内容となっています。 セクション
5.6.2、“リングモジュレーション(Ring Modulation)”、でパラメーターと各機能について参照してください。

5.5.4 ローパス(Lowpass)

ローパスフィルター LPF 2 Pole です。

ローパスフィルターでカットオフフリークエンシー以上の周波数を減衰します。 シグナル減衰スロープはオク
ターブごとに dB で調整可能です。  -12 dB/octave はフィルターがシグナルをオクターブ上で 12 dB 減
衰することを意味します。 その他の調整値は -6 dB と -24 dB となっています。
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このスロープは n (数字)-pole として表現されます。 ほとんどの場合、n は 2 から 8 の偶数に置き換えら
れます。 この値を dB/octave 単位に置き換える場合は、各フィルターポールが -6 dB/octave 分を受け
持っていると考えれば簡単です。 ですから 1-ポールフィルターは -6 dB/octave、 2-ポールフィルターは
シグナルを-12 dB/octave 単位で減衰すると考えればよいでしょう。
結果 ABSYNTH 5 のローパスフィルターLPF 2 Pole と LPF -12dB は同じスロープ傾斜を共有している
と捕らえると良いでしょう。 LPF 4 Pole と LPF -24dB も同様です。 これらのサウンド自体は内部構造
の違いにより音質が異なり、リストの最初の 3 つのフィルターはソフトで丸い印象の音質特性を持ち、次の
各フィルターは荒く攻撃的なサウンド特性を持っています。
以下のローパスフィルターは Type メニューにあります。
 • LPF 2 Pole はレゾナンスコントロールとアナログデザインを備えた 2-ポールローパスフィルターです。
 • LPF 4 Pole はレゾナンスコントロールとアナログデザインを備えた 4-ポールローパスフィルターです。
 • LPF 8 Pole はレゾナンスコントロールとアナログデザインを備えた 8-ポールローパスフィルターです。
 • LPF -6 Pole はレゾナンスコントロールを備えた 1-ポールローパスフィルターです。
 • LPF -12 Pole はレゾナンスコントロールを備えた 2-ポールローパスフィルターです。
 • LPF -24 Pole はレゾナンスコントロールを備えた 4-ポールローパスフィルターです。

Main パネル
ABSYNTH 5 の全てのローパスフィルターはメインパネルに以下のパラメーターを含んでいます。
 • フリークエンシーメニューの傍にあるフリークエンシーコントロールでセミトーン(Trans) またはヘルツ

(Hz)単位でカットオフ周波数を設定します。
 • レゾナンス(Resonance)コントロールでカットオフ周波数のレゾナンスを設定します。
 • ダンピング(Damping)コントロールでボリュームレベルを調節します。 フィルターアウトプットのシグナ

ルレベルが弱すぎる場合は、この値を調節します。

フィードバックパネル(Feedback Panel)
更に LFP 2 Pole、 LPF 4 Pole、 LPF 8 Pole の各フィルタータイプはフィードバックループを備えてい
ます。 各機能とパラメーターについてはセクション5.5.3 “フィードバックループとフィードバックパネル” を
参照してください。
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5.5.5 ハイパス(Highpass)

ハイパスフィルター HPF -12dB です。

ハイパス(Highpass)フィルターでカットオフ周波数以上の周波数を通過させ、それ以下の周波数を減衰しま
す。 各機能はセクション5.5.4、 “ローパス(Lowpass)”で解説している内容と同等です。
以下のハイパスフィルターは Type メニューにあります。
 • HPF -6dB: 1-ポールハイパスフィルターです。
 • HPF -12 Pole はレゾナンスコントロールを備えた 2-ポールハイパスフィルターです。

Main パネル
ABSYNTH 5 のハイパスフィルターはメインパネルに以下のパラメーターを含んでいます。
 • フリークエンシーメニューの傍にあるフリークエンシーコントロールでセミトーン(Trans) またはヘルツ

(Hz)単位でカットオフ周波数を設定します。
 • レゾナンス(Resonance)コントロール(HPF -12dB のみ)でカットオフ周波数のレゾナンスを設定しま

す。
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5.5.6 オールパス(Allpass )

オールパスフィルターの Allpass 4 です。

オールパスフィルターでは全ての周波数が通過しますが、シグナルのフェイズを変更します。 オールパスフィ
ルターはフェイズ、またはレゾネートエフェクトを生成しやすいので便利です。 オールパスフィルターではポ
ールの数値でフィルター加工しているシグナルの周波数域内のピーク数を設定します。 高いレゾナンス設定
で 8-ポールオールパスフィルターを使用するとベルに近い音声となります。
以下のオールパスフィルターは Type メニューにあります。
 • Allpass 2: 2-ポールのオールパスフィルターです。
 • Allpass 4: 4-ポールのオールパスフィルターです。
 • Allpass 8: 8-ポールのオールパスフィルターです。

Main パネル
全てのオールパスフィルターのメインパネルには、以下 2 つのパラメーターがあります。
 • フリークエンシーメニューの傍にあるフリークエンシーコントロールでセミトーン(Trans) またはヘルツ

(Hz)単位でカットオフ周波数を設定します。
 • レゾナンス(Resonance)コントロールでレゾナンスを設定します。

フィードバックパネル(Feedback Panel)
更に オールパスフィルターはフィードバックループを備えています。 各機能とパラメーターについてはセクシ
ョン5.5.3 “フィードバックループとフィードバックパネル” を参照してください。
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5.5.7 バンドパス(Bandpass)

バンドパスフィルター BPF です。

バンドパスフィルターはハイパスとローパスフィルターの組み合わせです。 設定した2 つのカットオフ周波
数の外にある全ての周波数帯域を減衰します。 これは特定の周波数帯域のみを通過させその他の周波数
は減衰させることを意味します。

Main パネル
ABSYNTH 5 のバンドパスフィルター BPF には以下のパラメーターがあります。
 • フリークエンシーメニューの傍にあるフリークエンシーコントロールでセミトーン(Trans) またはヘルツ

(Hz)単位で中心周波数を設定します。
 • Q コントロールで真ん中の周波数の周りのフィルターバンド幅を設定します。 設定値は0から 1000 Hz 

までです。
 • ダンピング(Damping)コントロールでフィルターによる音量の減衰を ｄB 単位で調節します。
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5.5.8 ノッチ(Notch)

バンドエリミネーションフィルター(Notch)

ノッチはレゾナンスを備えたバンドリジェクションフィルターです。 バンドリジェクトフィルターはバンドパス
フィルターの逆に機能し、設定した2 つのカットオフ周波数の内側にある周波数帯域を減衰します。 それ以
外の周波数帯域は影響なく通過します。

Main パネル
ノッチフィルターには以下のパラメーターがあります。
 • フリークエンシーメニューの傍にあるフリークエンシーコントロールでセミトーン(Trans) またはヘルツ

(Hz)単位で中心周波数を設定します。
 • レゾナンス(Resonance)コントロール(Res と表示しています)でフィルターのレゾナンスを設定します。
 • B-width コントロールで中心周波数の周りのフィルターバンド幅を設定します。 設定単位はオクターブ

です。

5.5.9 コーム(Comb)

コームフィルター(Comb Filter)
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コームフィルターでシグナルを数ミリ秒遅らせ、オリジナルシグナルに加工後のシグナルをミックスします。 
結果指定した周波数のフィルターシグナルが強調されます。

% フェイザーやフランジャーはこの現象を使用したものです。 コームのパラメータを変調することでフランジャー
効果を得ることが可能となります。

Main パネル
コームフィルターには以下のパラメーターがあります。
 • フリークエンシーメニューの傍にあるフリークエンシーコントロールでセミトーン(Trans) またはヘルツ

(Hz)単位でカットオフ周波数を設定します。
 • フィードバック(Feedback)コントロールで加工音声の音量を設定します。 高い設定値でフリークエン

シーピーク／キャンセレーションの割合がきつくなります。
 • ダンピング(Damping)コントロールでフィルターによる音量の減衰を ｄB 単位で調節します。

 

5.5.10 スーパーコーム(Supercomb)

スーパーコームフィルターです。

スーパーコーム(Supercomb)フィルターは ABSYNTH 5 から新規導入しているフィルタータイプです。 こ
のフィルターはフィードバックループとレゾネーターとパイプエフェクトの特性を併せ持つコームフィルターで
す。コームフィルターの基本機能に関しては、セクション 5.5.9, “コーム(Comb)”を参照してください。
スーパーコームフィルターをコントロールする為に、3 つのパネルを用意しています。
 • メインパネルはコームフィルターのメインパネルと同様です。
 • フィードバック(FB)パネルにはフィードバックループに関するパラメーターが備わっています。
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 • トーンパネルにはフィルターのトーンをコントロールする為のパラメーターがあります。

Main パネル
スーパーコームのメインパネルにはコームフィルターと同様のパラメーターを備えているので、各機能につい
てはセクション5.5.9、 “コーム(Comb)”を参照してください。

フィードバックパネル(Feedback Panel)
フィードバックパネルの機能と各パラメーターに関してはセクション5.5.3、 “フィードバックループとフィード
バックパネル”を参照してください。

トーンパネル(Tone Panel)
スーパーコームのトーンパネル には以下のパラメーターがあります。
 • トーンモード(Tone Mode)メニューでレゾナンスモードを選択します。 フィードバックを上げると、この

効果がより顕著になります。 トーンモードでディケイの音色を変更します。
 • トーンコントロール(Tone control)このコントロールでトーンモードで設定したサウンドに変化を与えま

す。 モードRaw にこの機能はありません。
 • HP コントロールで低周波数帯域を減衰します。 このコントロールを上げると、低周波数対のディケイ

が速くなります。
 • LP コントロールで高周波数帯域を減衰します。 このコントロールを下げると、高周波数帯域のディケ

イが速くなります。 このコントロールでレゾナンスをより自然な鳴りにします。
 • ポジションコントロール(Pos)でディレイタップの割合をコントロールします(5.5.9、 “コーム(Comb)”参

照)。 このコントロールでコームフィルターの音色を変更します。

% この機能を理解する為に、存分に各パラメーターを操作して内容を把握してください。 特に Pos パラメーター
を変調すると良い効果を得られる場合があります。
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5.5.11 クラウド(Cloud)

クラウドフィルター(Cloud Filter)です。

クラウド(Cloud)フィルターは ABSYNTH 5 から導入しているもう一つの新規フィルタータイプです。 この
フィルターは新規 Aetherizer エフェクト同系列に位置し、マルチフィードバックとトーンコントロールを備え
たグラニュラーディレイです。 このフイルターでは Aetherizer で最も重要なパラメーターを使用していま
す。 セクション6.7、 “アーセライザー(Aetherizer)”でこのフィルターの機能を把握しておくと良いでしょう。
クラウド(Cloud)フィルターには他のフィルターにあるような通常のパネルがありません。 代わりに以下の 
3 つのパネルがあります。
 • グレインパネルにはグレインクラウドをコントロールする為のパラメーターがあります。
 • トーンパネル(Tone panel)でフィルターを起動し、パラメーターを調整します。
 • Mix パネルでドライ/ウェットシグナルのバランスとアウトプットシグナル音声の音量を調節します。

グレインパネル(Grain Panel)
グレインパネル(Grain panel)には以下のパラメーターがあります。
 • トランスポーズ(Transpose)コントロールでグレインのグローバルトランスポジションを設定します。
 • レート(Rate)コントロールで 1 秒間に生成するグレインの数を設定します。
 • ディレイ(Delay)コントロールでグレイン生成時のプレディレイを調整します。

これらのパラメーターには各設定値をコントロールする為のランダムコントロールがそれぞれ設けてあります。
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トーンパネル(Tone Panel)

トーンパネル(Tone Panel)

トーンパネル(Tone panel)には以下のパラメーターがあります。
 • フィルター(Filter)スイッチでクラウドの内部フィルターのオン/オフを行います。
 • フリークエンシーコントロール(Frequency control、Hz)で内部フィルターのカットオフフリークエンシ

ーを設定します。
 • レゾナンスコントロール (Q)で内部フィルターのレゾナンスを調節します。
 • フィルタークオンタイズ(Filter Quantize)メニューでフィルターのクオンタイズ機能を起動し、クオンタ

イズモードを選択します。 メニュー内のあらかじめ設定してあるスケールでカットオフフリークエンシ
ーを伝達します。

 • クオンタイズトランスポーズ(Quantize Tranpose)コントロールでクオンタイズしているカットオフ周波
数のスケールの基本ピッチを設定します。 このパラメーターは Vowel (None も含みます) 以外の全て
のクオンタイズモードで使用可能です。 Vowel 用に Vowel Mix パラメーターで各母音間をモーフし
ます。

Frequency、 Resonance、 Quantize Transpose、 Vowel Mix コントロールにはそれぞれ専用のラン
ダムコントロールがあります。
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ミックスパネル(Mix Panel)

ミックスパネル(Mix panel)

ミックスパネル(Mix panel)には以下のパラメーターがあります。
 • バランスコントロール(Balance control)でフィルターアウトプットのドライ/ウェットシグナルを調節しま

す。
 • ゲインコントロール(Gain control)でフィルターアウトプット用メイクアップゲインを設定します。

全パラメーターに関してはセクション6.7、 “アーセライザー(Aetherizer)”を参照してください。

5.6 モジュレーターモジュール(Modulator Module)
モジュレーター(Modulator) モジュールで内蔵オシレータを使用し、入力シグナルを変化させます。

5.6.1 基本機能
モジュレーターモジュールはフィルターモジュールと同じ場所にインサート可能で、チャンネル A-C 最上部(
オシレータモジュール専用)とマスターチャンネルの最後のスロット(エフェクトモジュール専用)以外は Patch 
ウインドウのどのモジュールスロットにもインサート可能です。
モジュレーターモジュールを起動するには以下を行ってください。
1. フィルター、モジュレーター、ウェーブシェイパーモジュールスロットの左の余白部分をクリックして起動

します。
2. 一番下のタイプメニューからFreq Shift または Ringmod モジュレーションタイプを選択します。
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オシレータモジュールのいくつかのオシレータと同様に、モジュレータモジュール(Modulator modules)は
ウェーブフォームを生成するのにウェーブフォームセレクターを使用します。
モジュレーターモジュールはメインパネルのみを使用します。
以下では Freq Shift と Ringmod の各オペレーションモードについて解説します。

! 
モジュレーターモジュールのオシレータは単体ではシグナルを発音せず、インプットシグナルと共に相互作用します。

5.6.2 リングモジュレーション(Ring Modulation)

Ring Modulator (リングモジュレーター)

Ringmod 機能はリングモジュレーションを生成し、オシレータモードの Ringmod モードと似ています。 
入力シグナルの音声とモジュレーターオシレーターによる生成されたシグナルが相互に増幅します。
 Ringmod モードのモジュレータモジュールのメインパネルのパラメーターは Ringmod モードのオシレー
タモジュールの Mod パネルと同様のパラメーターを使用しています。
 • ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)をクリックするとオシレータのウェーブフォームを選

択するウェーブフォームセレクションダイアログを開きます。
 • フリークエンシーメニューとフリークエンシーコントロール(Frequency menu / Frequency control)

でオシレータの再生ノートのトランスポジションとノート間の音程差を固定周波数(Hz) または MIDI ノ
ート(Note)で設定します。

バランスコントロール(Balance control)で受信シグナルとモジュレーション処理後のシグナルバランウェー
ブフォームセレクターとフリークエンシーメニュー/コントロールに関してはセクション5.3、 “多くのモジュー
ルの共通機能”を参照してください。
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5.6.3 フリークエンシーシフト(Frequency Shift)

フリークエンシーシフター(Frequency Shifter)

フリークエンシーシフトモード(Frequency Shift mode)でモジュレーターモジュールはフィードバックルー
プを介してフリークエンシーシフトを生成します。 フリークエンシーシフトはリングモジュレーションと似て
おり、音声生成結果も良く似たものとなります。 構造上の相違点として、リングモジュレーターが周波数の合
計音声と周波数帯の相違分も生成するのに対して、フリークエンシーシフターでは周波数の合計音声及び相
違分を制限します。 これは Freq Shift モードが Ringmod モードよりもある程度制御された音声を生成
することを意味します。
フリークエンシーシフトモードのメインパネル には以下のパラメーターがあります。
 • ディレクションスイッチ(Direction switch)を“+”の状態にすると、周波数の合計音声を生成します。“-”

ボタンを押すと、モジュールは周波数の相違分の音声を生成します。
 • ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)をクリックするとオシレータのウェーブフォームを選

択するウェーブフォームセレクションダイアログを開きます。
 • フリークエンシーメニューとフリークエンシーコントロール(Frequency menu / Frequency control)

でオシレータの再生ノートのトランスポジションとノート間の音程差を固定周波数(Hz) または MIDI ノ
ート(Note)で設定します。

 • フィードバックコントロール(Feedback control)でフィードバック量を調整します。

ウェーブフォームセレクターとフリークエンシーメニュー/コントロールに関してはセクション5.3、 “多くのモ
ジュールの共通機能”を参照してください。
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% 軽くフィードバックをかけたインプットシグナルとモジュレーターシグナルで穏やかなデチューン効果を生成する
と、心地よいフェイズ効果を得ることができます。 非常に低い周波数設定で (例 1 Hz)同様の効果を得ること

が可能です。

合計音声と相違音声周波数同士の干渉がないため、Freq Shift はリングモジュレーションと比べてサウンド
がよりクリーンな印象となります(例、サンプル、またはノコギリ波)。

! フリークエンシーシフトはピッチシフトとは異なります。 ピッチシフトではピッチシフターが周波数を増幅し倍音
から指定した周波数帯を抽出します。 フリークエンシーシフターはインプットシグナルに含まれる周波数に設定

値を加えることで倍音構成を変更します。

5.7 ウェーブシェイパーモジュール(Waveshaper Module)
ウェーブシェイパー(Waveshaper)モジュールはインプットシグナルを変化させる為にウェーブフォームを使用
します。 このモジュールのアイディアはギターのディストーションエフェクトをヒントにしています。  ウェーブ
シェイプによってインプットシグナルが反応し、サウンドがオシレーターのボリュームエンベロープ、または他の
オシレータボリュームコントロールによって変化します。 更にウェーブシェイピングでシグナルのフェイズとデ
チューン効果を強調します。
シグナルを倍音によって強調する場合は、ウェーブシェイパーを使用するとよいでしょう。 設定の度合いによっ
て穏やかに音声の密度を上げたり、切れのいいディストーションサウンドを生成可能です。 ウェーブシェイパー
は音声増幅の変化に対応します。 ディストーションの度合いはインプットシグナルの変動によって変化するので
エフェクト結果は非常に強力になります。

5.7.1 基本機能
ウェーブシェイパーモジュールはフィルターモジュールと同じ場所にインサート可能で、チャンネル A-C 最上部
(オシレータモジュール専用)とマスターチャンネルの最後のスロット(エフェクトモジュール専用)以外は Patch 
ウインドウのどのモジュールスロットにもインサート可能です。
ウェーブシェイパーモジュールを起動するには以下を行ってください。
1. フィルター、モジュレーター、ウェーブシェイパーモジュールスロットの左の余白部分をクリックして起動し

ます。
2. Type メニューでエントリー Waveshaper  を選択してください。
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オシレータ/モジュレーターモジュールのいくつかのオシレータと同様に、ウェーブシェイパーモジュール
(Waveshaper modules)はウェーブフォームを生成するのにウェーブフォームセレクターを使用します。
ウェーブシェイパーモジュールはメインパネルのみを使用します。

5.7.2 Main パネル

ウェーブシェイパーのメインパネル です。

ウェーブシェイパーのメインパネル には以下のパラメーターがあります。
 • ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)をクリックするとオシレータのウェーブフォームを選択

するウェーブフォームセレクションダイアログを開きます。 このウェーブフォームでディストーションの性
質を設定します。 詳細はセクション 5.3.1、 “ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)とウェ
ーブフォームセレクション(Waveform Selection)ダイアログ”を参照してください。

% ウェーブシェープ用の新規ウェーブシェイパーを作成し、 Wave ウインドウの Spectrum ページで編集することで
ウェーブシェイパーエフェクトの作業環境を向上してください。

 • In dB コントロールでウェーブシェイパーのインプットレベルをデシベル単位で設定します。 この値を大
きくすると通常ディストーション効果が強調されます。 強調具合は音量によって異なり、 選択したウェー
ブフォームとフェイズコントロールの値によっても異なるので各設定を試してください。

 • Out dB コントロールでウェーブシェイパーのアウトプットレベルをデシベル単位で設定します。 ウェーブ
シェイパーの音声が大きすぎる場合はここで調節してください。

 • フェイズコントロール(Phase control)でウェーブフォームのフェイズ(位相)を設定します。 複雑なウェ
ーブフォームを使用している場合、このパラメーターで非常に極端な効果を得ることが可能です。 位相
の変化に非常に敏感に反応します。
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6 エフェクトウインドウ(Effect Window)

エフェクトコントロールとルーティングオプションを備えたエフェクトウインドウです。

エフェクトウインドウ(Effect Window) で ABSYNTH 5 のエフェクトの全操作を行うことが可能で、シグ
ナルフローでエフェクトを起動する為の各スイッチも備えています。 更にパッチウインドウで生成したシグナ
ルにどんな種類のエフェクトを適用するか選択することが可能です。 各パラメータ設定をここで設定するこ
とも可能です。 インプットミキサーでエフェクトに送るパッチウインドウの各チャンネル音量を調節します。 
エフェクトウインドウでサラウンドフィールド内のエフェクトポジションを設定することも可能です。 最後に
エフェクトと ABSYNTH 5 機能をリンクさせ、オートメーション制御することも可能です。
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6.1 基本操作
エフェクト(Effect)ウインドウはいくつかのセクションに別れています。
 • 最上部は基本機能を使用するためのセクションで、エフェクトセクション全体、またはインプットミキサ

ー用オン/オフボタン等があります。
 • マスター(Master)セクション 下部から様々なパラメーターにアクセスすることが可能で使用しているエ

フェクトのメインパラメータを調節することが可能です。 エコー(Echoes)を使用している場合、最大デ
ィレイタイムが表示されます。

 • 下のセクションではサウンド処理を更に行うために特化したパラメーターがあります(エコーを選択して
いる場合、シングルディレイ用ディレイタイムが表示されます)。

6.1.1 エフェクトの選択と調節。
エフェクト(Effect)スイッチでエフェクトセクションのオン/オフを切り替えます。エフェクトを使用しない場
合、 ABSYNTH 5 の CPU 消費量を軽減することができます。エフェクトセクションのオンオフ切り替えを
行うには、Effect (ナビゲーションバーの File メニューの真下にあります)と表示してある部分をクリックしま
す。パッチ(Patch )ウインドウの エフェクトモジュールをオン/オフすることでも切り替え可能です。
同じセクションにはエフェクトセレクター(Effect Selector)があり、6 種のエフェクトをリスト表示しています。

 ⒉ エフェクトを選択するには、エフェクトの名称部分をクリックします。
ここでは １ 種類のエフェクトのみ選択可能です。 リスト内で現在選択しているエフェクトモードがハイライ
ト表示されます。 エフェクトを選択するたびにエフェクトウインドウの下のセクションで選択したエフェクト
用のパラメーターを表示します。

6.1.2 シグナル経路
エフェクトセレクターの右にあるインプットミキサー(Input Mixer) でパッチウインドウのオシレータによっ
て生成されたシグナルのレベルをコントロールします。 パッチウインドウは 3 つのチャンネルとマスターチ
ャンネルのよって構成されています。 通常エフェクトモジュールは常にマスターチャンネルの最後に配置さ
れます。 またチャンネル A、B、C からのシグナルを直接エフェクトモジュールに送ることも可能です。 各
チャンネルとマスターチャンネルのレベルはインプットミキサーのチャンネルインプットレベルコントロール
(Channel Input Level controls)で調節可能です。 4 つのシグナルレベルはインプットミキサーとリンク
し、マクロコントロール(Macro Control)で変調し、生き生きとしたサウンドを生成することが可能です。本
マニュアルの 10 章“パフォームウインドウ(Perform Window)”を参照してください。
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インプットミキサーを通過した後にシグナルは周波数帯を調整可能な 2 つのフィルターを通過します。 まず
ローパスで高音部のカットオフフリークエンシーを設定し、インプットローパスコントロール(Input Lowpass 
control)で設定したカットオフ周波数以下の帯域を通過させます。 続いてハイパスで低音部のカットオフフ
リークエンシーを設定し、インプットハイパスコントロール(Input Highpass control)で設定したカットオフ
周波数以上の帯域を通過させます。
アウトプットミキサー(Output Mixer)のウェット(Wet)コントロール とドライ(Dry)コントロールで、エフェク
トモジュールアウトプットの加工音声と未加工音声の音量バランスを調節します。

6.1.3 サラウンドパンナー(Surround Panner)
 ABSYNTH 5 のエフェクトユニットはシンセサイザーの基本的なサラウンドデザインに対応しています。 6 
種類全てのオペレーションモードにはマルチディレイタップから独立したレゾネーター等を含んだマルチチャ
ンネルがあり、サラウンドパノラマに割り当てることが可能です。
Using the surround capacities of ABSYNTH のエフェクトユニットのサラウンド機能を使用してシグ
ナルの空間的可能性を拡張することが可能です。 例えばエコーを背後から鳴らすといったことが可能です。 
またはパイプサークルを作ることも可能です。 可能性は無限大です。

サラウンドパンナー(Surround Panner)

左隅のサラウンドスイッチ(Surround switch) をオンにすると、右のリングに 6 つのドットが表示されます。
このドットは現在のエフェクトのチャンネルを表しており、例えば 2 つのエコーエフェクトを起動すると、2 
つのドットが表示されます。Multicomb エフェクトの 6 つのスロットを使用する場合は 6 つのドットが表
示されます。
このリングはサラウンドパノラマを表しています。 このパノラマ内のチャンネル位置は 3 つの要素によって
設定されます。
 • チャンネルのパン設定Resonators と Aetherizer エフェクト以外は各チャンネルの定位を個別に設

定できます。この値は 0 から 100 までで、0 で完全に左、 50 が中心、 100 が右となります。
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! デフォルトで Resonators は等分に設定してあり、各数値は 0、50、100 となります。 Aetherizer のグレイン
はフィールド内をランダムにパンします。

 • グローバルスプレッド(Spread)値 － ステレオパノラマを左から右に延びる線として考えた場合、リスニ
ングポジションを中心にこの線を曲げて円形に近づけます。 スプレッド(Spread) 値でこのラインを曲
げるか調節します。

 • グローバルポジション(Position) 値 － このノブを調節してチャンネルの位置を移動します。 値を中心
に設定すると、リスナーの前に配置されます(画面上では上に配置されます)。 ポジション(Position)値
を大きくすると、この位置が右に移動します。

スプレッドコントロール(Spread Control)
スプレッド(Spread)コントロールで左右ステレオラインをリスナーを中心に円状に曲げます。 正確な解説
は以下です。
 • 最小値で空間的な拡がりは無い状態となり、ラインは線ではなく点の状態となります。
 • このラインはスプレッド値を真ん中の値にすることで半円状となります。
 • 値を最大にすると、完全な円状となります。

% 例えば Spread 値を最小の状態にしてパンの値を 0、 50、100(左右、中心) にしたディレイタップを使用する
と、全てが前方に現れます。 ここからスプレッドを中心にすると、左のタップは左に移動し、右のタップが右に半

円内を移動し、真ん中のタップは固定されたままとなります。 スプレッドコントロールを最大値にしていくと、左右タップ
が円を描くように移動し、最終的にリスナーの背後でタップがおち合います。

自動制御
ここまでの設定を終えた後エフェクトチャンネルを自動的に変更させることが可能で、ロテートスイッチ(Rotate 
switch) を起動し内部 LFO でドットを移動させることが可能です。
右のインバーススイッチ(Inverse switch)を押してチャンネルの移動方向を変更させることも可能です。
移動するチャンネルのスピードは下にある周期コントロール(Sec と表示してあります)で設定し、ドットが元
の位置に戻るまでの時間を秒単位で設定します。
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! 周期コントロールはユーザーインターフェイスのノブのように機能します。値を変更するには、数値ディスプレイを
クリックし、マウスを上下ドラッグして任意の数値に変更します。  このディスプレイをダブルクリックすると、新規

数値をコンピュータのキーボードで入力することができます(入力が終わったら[Enter]を押して数値を適用してください)。

サラウンドパンナー(Surround Panner) File メニューのOptions ダイアログでステレオ設定を選択した
場合でも使用できます。 しかしサラウンドシグナルはステレオシグナルとなるので通常のサラウンドよりは
精度が落ちます。 しかしながら、効果は確認可能で特に、ロテートスイッチを起動した場合にその効果が
顕著に現れます。

6.1.4 コントロールエリア(Control Area )
エフェクトウインドウの上部右にコントロールエリア(Control area)があり、そこでマクロコントロールの一
つを選択して受信コントロール情報に対してエフェクトがどう反応するかを設定します。 設定用パラメータ
ーは 2 つあり、デプス(Depth)でモジュレーションデプスを設定することで、受信するコントロール情報の
強さを設定します。 モジュレーションデプスには各感度コントロール(Sensitivity controls)で設定可能で
す(以下参照)。 ラグコントロール(Lag controls) でエフェクトパラメーターがコントロール情報に対応を開
始するまでの速度をコントロールします。
マクロコントロール(Macro Control)機能でエフェクトの種類によって異なるパラメーター各を変調するこ
とが可能で、例えば Multitap と Echoes のディレイタイムをコントロールすることが可能となります。 詳
細は以下の各セクションを参照してください。
マスターセクションの各エフェクトタイプのパラメーターを各自マクロコントロールにアサインすることが可
能です。右クリックしてメニューから任意のマクロコントロールを選択してください。

6.1.5 モジュレーションと感度コントロール(Modulation and Sensitivity 
Control)

感度コントロール(Sensitivity controls）でマクロコントロールを介して受信するシグナルを制限します。 
Ctrl Sens 欄の Sensitivity コントロールでパラメーター値に影響するコントロールシグナルを設定します。
もう一度この解説を例と共に解説します。ここでは Echoes エフェクトの設定を挙げます。
 • Master Time = 0.5 seconds
 • Time control Echo 1 = 50%
 • Sensitivity control Echo 1 = 75%
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この設定には以下の因果関係があり、 Echo 1 で2分の1秒の 50% のマスタータイムコントロール(Master 
Time control)設定がしてあるので 0.25 秒となります。 マクロコントロールからのモジュレーションシグ
ナルは 75% となります(0.25*0.75 = 0.1875秒となります)。 ですから、コントロールシグナルによる最小
ディレイ値は0.25 - 0.1875 = 0.0625 秒となります。 インバージョン(Inversion)スイッチをクリックする
と、パラメータが反転し、コントロールシグナル値でディレイが 0.25 秒となり、最大シグナル値でディレイ
が 0.0625 秒となります。

6.2 パイプ(Pipe)

パイプエフェクトです。

エフェクトタイプパイプ(Pipe)で物理的空洞共鳴を再現し、シンプルなウェーブガイドアプリケーションとして
機能します。 物理モデルによるウェーブガイドとは異なり、ABSYNTH のパイプアルゴリズムは既存の楽器や
共鳴体を模倣するものではありません。 Pipe を弦、またはチューブとして考えておくと判りやすいでしょう。
では弦をイメージしながら解説します。 コンタクトラウドスピーカーと弦につけると、弦が振動し始めます。 
弦の上のラウドスピーカーの位置はパラメータ インプットポジション(Input position)で設定可能です。 弦
の上方には 2 つのピックアップがあり、構造はギターのそれと似ています。 ピックアップの位置はパラメータ
ーアウトプットポジション(Output positions)で設定します。 この 2 つのパラメーターを調節することは 2 
つのマイク位置を変えるのと似ています。 弦の長さとピックアップの位置は LFO または MIDI コントローラ
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ーで変更します。 これにより、Flanging-、 Pitch-Shifting- 、Rotary-Speaker エフェクトを再現できま
す。 これらの効果はピックアップのモジュレーションが反対の方向に変調しているときに特に効果的です。
アウトプットポジションがインプットポジションと交差すると(ラウドスピーカーとピックアップが正面で向き合
っている状態) ぼやけた音声が確認できます。 弦の長さに関係する Length パラメーターを変調すること
で、Length と Input がこもったクリック音声を生成します。 しかしアウトプットポジションを超える場合、
問題はありません。 Pipe エフェクトのグラフィック表示部分でインプット(Input)ポジション、アウトプット
(Output)ポジション、Length、近接するモジュレーションの設定各を表示します。 ここを確認しながら設
定することでインプットポジションの交差を避けることが可能です。

% アウトプットポジションと反対方向に LFO モジュレーションを適用することで独特なパン効果を生成することが
可能です。 2 津のポジションが交差する場合はサウンドがモノ音声になります。

6.2.1 パラメーター(Parameters)

マスターセクション(Master Section)
 • ビートスイッチ(Beat Switch)をオン/オフ切り替えし、Master Length コントロールの設定単位を秒

(Sec)単位、またはBPM (Beats)単位で選択します。
 • マスターレングスコントロール(Master Length control)で 弦の長さを設定します。 アプリケーショ

ン内での正確な意味は最大ディレイ尺の設定を意味します。
 • マスター感度コントロール(Master Sensitivity control) でマスターレングスパラメーターに影響する

マクロコントロールの割合を設定します。
 • 反転スイッチ(Inversion switch)をオンにすると、マクロコントロールを介して受信するコントロールシ

グナル効果が反転します。(セクション－モジュレーションと感度コントロール参照)。
 • マスターフィードバックコントロール(Master Feedback control)でオリジナル音量に対するフィードバ

ックシグナルのレベルを設定します。大きな値で仮想弦は長く共振し、低い設定値で共振が途絶える間
隔が速くなります。

 • ローパスコントロール(Lowpass control)でローパスフィルターのカットオフフリークエンシーを設定
することで、通過するフィードバックシグナル周波数(in Hz)を設定します。 これで弦のサステイン特性
に変化を与えます。
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パイプセクション(Pipe Section)
 • インプットポジション(Input Position)で仮想弦を振動させる部分の位置を設定します。
 • Output Positions L/R : L/ R ピックアップの位置を設定します。
 • 感度コントロール(Sensitivity control)で、アウトプットポジションコントロール用のマクロコントロール

を通過して受信するコントロールシグナルの強さを設定します。

6.3 マルチコーム(Multicomb)

マルチコームエフェクトです。

マルチコームエフェクト(Multicomb effect)には 6 つの独立したディレイラインがあり、フィードバックルー
プ内でローパスフィルターを使用可能なコームフィルターとなっています。 Multicomb はモジュレーション
エフェクトに特化しており、並列コームフィルターと対応するモジュレーションソースによって簡単にフランジ
ング等のフェイズシフトを基礎としたエフェクトを生成することが可能となります。 穏やかなモジュレーショ
ン効果を得る場合は中間値を選択してください。 高いフィードバックでコードのような音程を含んだレゾナン
ス音声を生成することが可能です。
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6.3.1 パラメーター(Parameters)

マスターセクション(Master Section)
 • ビートスイッチ(Beat Switch)をオン/オフ切り替えし、Time コントロールの設定単位を秒(Sec)単位、

またはBPM (Beats)単位で選択します。
 • マスタータイムコントロール(Master Time control)でフィードバックシグナルの最大ディレイ値を設定

します。 高い設定値でディレイが長くなり、振動も長くなります。
 • マスターフィードバックコントロール(Master Feedback control)でフィードバックシグナルの最大値

をオリジナルシグナルに対する割合(%)で設定します。  高い設定値でコームフィルターが高いレゾナン
スを含み、サウンドの倍音がノコギリ波となります。

 • マスターローパスコントロール(Master Lowpass control)でローパスフィルターのカットオフフリー
クエンシーを設定し、フィードバックシグナル(Hz)を調整します。

コームセクション(Comb Section)
 • On/Off スイッチで 6 このコームフィルターをオン/オフします。
 • タイムコントロール(Time control)でコームフィルターの任意の周波数(ディレイタイム)を設定します。 

値はパーセント表示され、マスタータイムコントロール(Master Time control)で設定した値と相関し
ます。

 • 感度コントロール(Sensitivity control)で、マクロコントロールのコントロールシグナルがどれ割合(%)
でコームフィルターのタイムコントロールに影響するか設定します。

 • 反転スイッチ(Inversion switch)をオンにすると、マクロコントロールのコントロールシグナルのエフェク
トを反転させます(セクション－モジュレーションと感度コントロール参照)。

 • フィードバックコントロール(Feedback control) で、マスターフィードバックコントロールで設定した値
と相関する各フィルターのフィードバックシグナルレベルを設定します。

 • ローパスコントロール(Lowpass control)で各ローパスフィルターのカットオフフリークエンシーをコ
ントロールします。 この値はパーセントで設定し、マスターローパスコントロールで設定した値と相関し
ます。

 • ゲインコントロール(Gain control)でアウトプットシグナルとして出力される各コームフィルターシグナル
のレベルを dB で調整します。

 • パンコントロール(Pan control)でアウトプットシグナルとして出力される各コームフィルター音声の定位を
設定します。 値を 0 にすると左端に設定され、 1 で右端となります。 0.5 で中心に配置されます。
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6.4 マルチタップ(Multitap)

マルチタップエフェクトです。

マルチタップ(Multitap)は 3 つのタップを供えたシンプルなディレイです。  ディレイ尺は 1 サンプルから 
10 秒まで設定可能です。 インプットシグナルはタップで設定した時間によって変化し出力します。 これに
よりシグナル量が 3 倍になります。 マルチタップの使用による CPU 消費量は マルチコーム使用時よりも
若干多い程度で、ディレイタイムをより長く、更なるモジュレーションオプションを使用できます。
最初のタップ音声を再インプットすることで独特なエフェクト音声を生成することが可能です。 これにより
密度の濃いディレイの塊を生成することが可能です。 ABSYNTH 5 のモジュレーションソースとして、マル
チタップは魅力的なオプションで、3 つのタップの定位をエンベロープ、または LFO 出変化させることで興
味深い効果を得ることが可能です。 3 つのタップのパンコントロールのモジュレーションソースを設定しエ
フェクトモジュールに送信することでシグナルが効果的に動き始めます。

6.4.1 パラメーター(Parameters)

マスターセクション(Master Section)
 • ビートスイッチ(Beat Switch)をオン/オフ切り替えし、Time コントロールの設定単位を秒(Sec)単位、

またはBPM (Beats)単位で選択します。
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 • マスタータイムコントロール(Master Time control) で 3 つのタップの最大ディレイ値を設定します。
 • マスターローパスコントロール(Master Lowpass control)でローパスフィルターのカットオフフリー

クエンシーを設定し、フィードバックシグナル(Hz)を調整します。

タップセクション(Tap Section)
 • タイムコントロール(Time control)で、マスターセクションのタイムコントロールで設定した値を基に各

タップのディレイをパーセントで設定します。
 • 感度コントロール(Sensitivity control) で、各タップのタイムコントロールのマクロコントロールを介し

て受信するコントロールシグナルの割合を設定します。
 • 反転スイッチ(Inversion switch)をオンにし、マクロコントロールから受信するコントロールシグナルの

割合を反転します。
 • ゲインコントロール(Gain control)で各タップアウトプット音量を dB 単位で調節します。 例えば -6dB 

で音声が半分の音量となります。
 • パン(Pan)コントロールで各タップシグナルの定位を設定します。 0 で左端、1 で右端、0.5 でセンター

となります。
 • フィードバックコントロール(Feedback control)パラメーターは最初のタップのみにある機能です。 こ

こでシグナル音量を調節し、再インプットする割合を調節します。
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6.5 エコー(Echoes)

エコーエフェクトです。

エコー(Echoes)はクラシックエコーエフェクトです。 インプットシグナルは最大 3 つのシグナルパスに分
かれます。 これは各ディレイパスがローパス、ハイパスオールパスの各フィルターを通過することを意味し
ます。 3 つのPan コントロールで各ディレイパスのアウトプットシグナルを分割できます。 ここでのシグ
ナル操作は非常に独特で近接するシグナルは直接アウトプットにルーティングされます(パラメータゲイン/
Parameter Gain)。 同時にフィードバック機能で各エコーパスのインプットに再送信されます。 エコー音
声の高低周波数帯はフィルターによって削ることが可能です。 オールパスフィルター(Allpass filter)でフェ
イズシフトを生成し、短いディレイタイムでその効果を発揮することが可能です。 これらのフィルターパラメ
ーターはマクロコントロールで変調することも可能です。
マスターセクションのパラメーター(Time、Feedback、Beat Switch) 機能はマルチコームと同様に機能しま
す。 3 つの各ディレイラインには同じパラメーターのセットがあり、それらは Time、Feedback、Sensitivity 
コントロール、Gain、Pan、となっており、マルチコームとマルチタップの同機能と同様に機能します。 エコー
のオールパスフィルターパラメーターはエンベロープでモジュレート(変調)すると最も効果的に機能するでし
ょう。
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6.5.1 パラメーター(Parameters)

マスターセクション(Master Section)
 • ビートスイッチ(Beat Switch)をオン/オフ切り替えし、Time コントロールの設定単位を秒(Sec)単位、

またはBPM (Beats)単位で選択します。
 • マスタータイムコントロール(Master Time control) で 3 つのタップの最大ディレイ値を設定します。
 • マスターフィードバックコントロール(Master Feedback control)でフィードバック量を設定します。

エコーセクション(Echo Section)
 • タイムコントロール(Time control)でマスターセクションのタイムコントロールで設定した値を基に各エ

コーの遅れを設定します。
 • 感度コントロール(Sensitivity control) で設定した値を基にエコーのタイムコントロールのマクロコン

トロールを介して受信するコントロールシグナルの割合をパーセント設定します。
 • ローパスコントロール(Lowpass control) でフィードバックループのシグナルに適用されるローパスフ

ィルターのカットオフ周波数を設定します。ローパスコントロールの設定値は 1.0 から 22050 Hz で
す。

 • ハイパスコントロール(Highpass control) でフィードバックループのシグナルに適用されるハイパスフ
ィルターのカットオフ周波数を設定します。 ハイパスコントロールの設定値は 1.0 から 22050 Hz で
す。

 • オールパスコントロール(Allpass control)でPatch ウインドウのフィルターモジュールの Allpass 4 
機能と似たオールパスフィルターのカットオフフリークエンシーを設定します。 オールパスフィルターで
は全ての周波数を通過させますが、フィルターフリークエンシーによってシグナルのフェイズが変化しま
す。 オールパスフィルターはパラメーターを変調してフェイジングエフェクトを生成することで最も効
果的に機能します。

 • ゲインコントロール(Gain control)で各エコーのシグナルレベルを調節します(dB)。 -6dB で音量が
半分になります。

 • パン(Pan)コントロールで各エコーシグナルの定位を設定します。 0 で左端、1 で右端、0.5 でセンター
となります。

 • フィードバックコントロール(Feedback control)で再インプットするエコーシグナルの音量の割合を設
定します。
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6.6 レゾネーター(Resonators)

レゾネーターエフェクトです。

レゾネーター(Resonators) には 3 つの共振体 (レゾネーター)があります。 これらのレゾネーターでディレ
イ、またはホールエフェクトを生成、またはメタルバーやボトル等の反響音を再現します。
ABSYNTH 5 には 3 つのレゾネーターがあり、これによって異なるエフェクトを組み合わせることが可能で
す。 これは広大なホールエフェクトと共に短い反響音を含んだルームエフェクトを使用できることを意味し
ます。

6.6.1 パラメーター(Parameters)

マスターセクション(Master Section)
 • サイズコントロール(Size control) で 0% から 100% の設定値でディレイの長さを設定します。
 • フィードバックコントロール(Feedback control)でフィードバック量(0－100)を設定します。
 • トーンコントロール(Tone control)でレゾネーター内のレゾネーターをコントロールします。 Mode メ

ニューで選択した内容によって効果が異なります(以下参照)。
 • ドライブコントロール(Drive control)でインプットレベルを設定します。 このパラメーターでインプッ

トシグナルのサチュレーションの度合いを調節します。 高いインプットレベルでシグナルが歪み、レゾネ
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ーターの反応がクリーンなシグナルを用いた場合と比べて異なります。 これは非常に強力な設定で、そ
の他全てのパラメーターにも影響します。

 • プレディレイコントロール(Predelay control) でレゾナンスエフェクトがかかるまでのディレイをミリ秒
単位で設定します。

 • ディフュージョンコントロール(Diffusion control)でランダムにディレイを生成します。 この調整でレ
ゾネーターの共鳴を調節し、高い値で音声の粒がよりはっきりします。 設定値幅は 0 から 100 まで
です。

 • ER スイッチでアーリーリフレクション(初期反射)のオンオフ切り替えを行います。

レゾネーターセクション(Resonators Section)
 • モードメニュー(Mode)で以下の機能の一つを選択します。
 • Raw (ロウ)モードでディレイを抑えます。 音声がはっきりし、乾いた印象となります。
 • Natural (ナチュラル)モードでディフュージョン効果にバリエーションを加えます。 音声は暗い印象と

なります。
 • Resonant (レゾナント)モードでディフュージョン効果が追加され、音声は明るい印象となります。
 • Synthetic (シンセティック)はResonant モードと同様ですが、より強力です。 Tone コントロールパ

ラメーターで (上記参照) 各モードによって異なる音声を更に変化させることが可能です。 このパラメ
ータの様々な設定を試してください。

 • ディレイスケールコントロール(Delays Scale control)レゾネーターのサイズはここでの設定内容と、マ
スターセクションの Size コントロールの値によって決定します。

 • ディレイシェイプコントロール(Delays Shape control)でディレイの割合を調節します。 ホール効果
を得るには、この値を変えることで空間の音量、または形を変えることになります。

 • ディレイ Ctl コントロール(Delays Ctl control)でパラメーターの感度を調節します。 Size は LFO 
または MIDI モジュレーションコマンドに反応します。 反転スイッチ(Inversion switch)でこの感度を
反転します。

 • トーンスケールコントロール(Tone Scale control)でここで生成されるサウンドはマスタートーン
(Master Tone)値とトーンスケールコントロール(Tone Scale control)を組み合わせたものとなりま
す。

 • トーンスプレッドコントロール(Tone Spread control)の値を大きくすると、サウンドが更に拡散し、フ
ィードバック量が減ります。



ABSYNTH 5 オペレーション マニュアル – 96

 • トーン Ctl コントロール(Tone Ctl control)で、Tone パラメーターが LFO または MIDI モジュレーショ
ンコマンドに反応する感度を設定します。 反転スイッチ(Inversion switch)でこの感度を反転します。

6.7 アーセライザー(Aetherizer)

アーセライザーエフェクトです。

アーセライザー(Aetherizer)は ABSYNTH 5 から新規導入しているエフェクトです。 グラニュラーディレ
イを基とし、フィードバックループを含んだポストディレイに送信する前にシグナルの転調、フィードバックル
ープ、バンドパス、コームフィルターをグレイン単位でコントロールします。
各グレインは個別にステレオフィールド内のランダムな位置に配置されます。 これによりサラウンドパンナ
ー(Surround Panner)の使用の際にグレインのサラウンド位置が特に明確になります。
更に各グレインの生成時にそれらをランダム化する事も可能で、サウンドに活気を与えることができます。
各グレインの全パラメーターは(ランダムパラメーターも含む)内部(Envelope/LFO)/外部(Macro Control)
モジュレーションソースによってコントロール可能です。
マスターセクションは Aetherizer のポストディレイに対応します。 Aetherizer の下部ではグレインクラ
ウドを調整します。
 • 左のグレイン(Grain)セクションでグレインクラウドの形をコントロールします。
 • 右のトーン(Tone)セクションで各グレインのピッチとフィルターをコントロールします。



ABSYNTH 5 オペレーション マニュアル – 97

6.7.1 マスターセクション(Master Section)
アーセライザーのマスターセクション(Master section)にはエフェクトのポストディレイセクション用のパラ
メーターを含んでいます。 以下がそのパラメーターです。
 • ビートスイッチ(Beat Switch)をオン/オフ切り替えし、ポストディレイTime コントロールの設定単位を

秒(Sec)単位、またはBPM (Beats)単位で選択します。
 • ポストディレイタイムコントロール(Post-delay Time control)でポストディレイを設定します。
 • ポストディレイフィードバックコントロール(Post-delay Feedback control)でポストディレイのフィー

ドバックループに送信する受信シグナルの割合を設定します(設定値は 0.00 から 99.99 %です)。
 • ポストディレイローパスコントロール(Post-delay Lowpass control)でフィードバックループ内のロー

パスフィルターのカットオフフリークエンシー(ヘルツ)を調節します。
 • ポストディレイグレインコントロール(Post-delay Gain control)でディレイシグナルのゲイン(dB)を調

節します。

6.7.2 グレインクラウドパラメーター(Grain Cloud Parameters)

グレインセクション(Grain Section)
グレインセクション(Grain section)はアーセライザーの左下にあり、グレインクラウドをコントロールする為
のパラメーターを含んでいます。
 • プレディレイコントロール(Predelay control)で受信シグナルをグレインとして生成し始めるタイミン

グを設定します。 この値を上げると、グレインを生成し始めるまでの時間が遅れます。
 • レートコントロール(Rate control)で 1 秒間にインプットシグナルから生成するグレインの数を設定し

ます。
 • フィードバックコントロール(Feedback control)でグレインのフィードバックグレインデュアレーションコ

ントロール(Grain Duration control)で各グレインの長さを調節します。 このパラメーターはサウンドの
密度に影響し、この長さが短いとグレイン同士の重なりが少なくなり、サウンドが軽い印象となります。

! 
実際のグレインの長さは Rate での選択値とも関係し、Rate を速くするとグレイン短くなります。
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トーンセクション(Tone Section)
トーンセクション(Tone section)はアーセライザーの右下にあり、グレインの音色を設定する為のパラメー
ターがあります。
 • トランスポーズコントロール(Transpose control)でグレインの音程をコントロールします(セミトーン

単位)。
 • フィルタースイッチ(Filter switch)でグレインのフィルターを起動します。

フィルタースイッチ(Filter switch)を起動すると、トーンセクションでフィルターコントロール用の以下の追加
パラメーターを使用可能となります。
 • フィルターモードメニュー(Filter Mode menu)で BP (バンドパスフィルター) またはComb (コームフ

ィルター)フィルターのどちらかを選択します。
 • フリークエンシーコントロール(Frequency control)でグレイン用フィルターのカットオフフリークエン

シーを設定します。
 • レゾナンスコントロール(Resonance control)でグレイン用フィルターのレゾナンスを設定します。
 • フィルタークオンタイズメニュー(Filter Quantize menu)でフィルタークオンタイズモードの一つを選

択します(詳細は以下のセクションを参照してください)。

% フィルターを起動し、フィルターモード(Filter Mode)メニューで Comb モードを起動している場合、Rate を
下げると低い音程がよく聞こえます。 Rate コントロールを 200 Hz にセットし Frequency コントロールを 

50 Hz にすると、グレインが短くなりすぎてコームフィルターが処理しきれなくなります。Rate を下げると、低周波数域
が聞こえ始め、コームフィルターの効果が現れます。

フィルタークオンタイゼーションモード(Filter Quantization Modes)
各グレインのフィルター処理された音声に、各モードでクオンタイズしたカットオフフリークエンシーを設定
することが可能です。

! 
カットオフフリークエンシーのクオンタイズは、設定したカットオフフリークエンシーが設定周波数周辺を移動
可能な状態にしたときに使用可能となる機能です。 これは Random Frequency コントロールを 0 以外の値

に設定することで起動します。
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以下のフィルタークオンタイゼーションモード(Filter Quantization modes)はフィルタークオンタイゼーシ
ョンメニューにあります。
 • None: クオンタイズしない状態です。
 • Chromatic: クロマチックスケールでクオンタイズします。
 • Maj Scale: メジャースケールでクオンタイズします。
 • Maj 7: メジャーセブンスコードでクオンタイズします。
 • Dom 7: ドミナントセブンスコードでクオンタイズします。
 • Min 7: マイナーセブンスコードでクオンタイズします。
 • Whole Tone: 全音のみでクオンタイズします。
 • Octotonic: オクタトニックスケールでクオンタイズします。
 • 4th Stack: 4 度でクオンタイズします。
 • 5th Stack: 5 度でクオンタイズします。
 • 5th: 5 度コードでクオンタイズします。
 • Dim 5th: ハーフディミニッシュドコードでクオンタイズします。
 • 8ve: オクターブでクオンタイズします。
 • Vowel: 異なる母音でクオンタイズします。

Vowel (と None)以外のモードはクオンタイズトランスポーズコントロール(Quantize Transpose control)で
選択したスケールをセミトーン単位で転調することが可能です。
Vowel モードではパラメーターVowel Mix(ボウエルミックス) を 0 から 100 の設定値で設定し、各母音
間をモーフィます。

ランダムパラメーター(Random Parameters)
Grain と Tone セクションで各パラメーターをランダマイズすることが可能です。 この設定値はThis 
amount is controlled by the parameter in the 各パラメーターの隣にある Random 項目のパラメー
ターで調節可能です。 Random パラメーターの設定単位はパーセントで、0 から 100 となっています。
 • Random 値を 0 にすると、対応するパラメーターはメインの設定値(左端の値)に従い、全グレインが

同じ設定値を使用します。
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 • Random 値を大きくするにつれ、対応するパラメーターのランダム率が高くなり、各グレインが異なる
数値を使用します。

Random パラメーターで音声の可能性が一気に広がります。 実際に、アーセライザーのいくつかのパラメ
ーターはランダマイザーと使用することでその性能を十分に発揮します。 次のセクションでは使用例を紹
介します。
クオンタイズトランスポーズ用の Random パラメーターには特殊な性質があり、0% から 50% で周波数
が選択した値に修正されます。  50% 以上の周波数は徐々にスケールからはずれ、最終的に完全にランダ
ムになります。

例、インプットのシャッフル
Predelay 値を 0 にし、ランダマイズを使用しない場合は(また Random Predelay コントロールが 0 の
場合)、グレインがインプットシグナルのサンプルを順番に処理します。
Random Predelay コントロール値を上げて Predelay をランダマイズする場合は、各グレインサンプル開
始点がランダムになります。 これにより時間経過によってインプットシグナルが複雑になります。

% 本来このエフェクトを使用してパッドを演奏する場合あまり変化がおきませんが、プレディレイをランダム変化さ
せることでインプットシグナル、リズミカルなループ、オーディオインプットが複雑になり興味深い結果を得るこ

とが可能です。

6.7.3 アーセライザーディスプレイ
アーセライザーディスプレイ(Aetherizer Display) の下部にはグレインクラウドのグラフィック表示ディス
プレイがあります。 垂直方向が音程、水平方向が時間を表しています。 各グレインは小さな三角、その後
時間軸の方向にグレインの痕跡(これがグレインの長さです)を表示します。
この画面ではパラメーターの設定内容を様々な方法で示しています。
 • Grain Duration コントロールを変更すると、グレインの痕跡部分が変化します。
 • Rate コントローラーを上げると、グレイン同士の間隔が狭まり、痕跡部分が短くなります(この設定値

を下げるとその逆になります)。
 • Transpose コントロールを操作すると、グレインが y 軸方向に移動します。
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 • Random Transposeコントロールを上げると、グレインが y 軸方向に拡散します。 この設定値を上
げることで各グレインに異なる音程を設定します(これにより、グレインの時間軸上での関係が明確に確
認できます)。

 • フィルターを起動すると、グレインがカットオフフリークエンシーに対応した色に変化します。
 • レゾナンスを上げると(Q コントロール)グレインの色が強調されます。
 • 様々な可能性を試してください。

アーセライザーディスプレイで(Aetherizer Display)各パラメーター値の変更度合いを目で確認できるよう
になると便利です。
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7 ウェーブウインドウ(Wave Window) 
ウェーブウインドウ(Wave Window)でウェーブフォームセレクター(Waveform Selectors)の一つを使用し
て波形を編集することができます。 ウェーブフォームセレクターはオシレータモジュール、LFO、ウェーブシェ
イパーモジュール(Waveshaper Module)にあります。 既存の波形を使用したり、波形を作成することも可
能です。 このウインドウは 3 つのカテゴリに分かれています。
 • シンプルウェーブ(Simple Waves)は単純な波形で、ウェーブテーブルでその形をはっきりと認識するこ

とができます。 基本的にこれは対応する波形の 1 周期分のサンプルを示したものです。 
Sine、Triangle、Saw、Square、波形の他に無調波形や楽器の波形に似た波形を備えています。

 • モーフウェーブ(Morph Waves)はWave Morph 機能を使用する場合に使用する波形です(セクション
7.5 “ウェーブモーフ(Wave Morph)”参照)。 この機能でファイルに保存してある 2 つの波形を互いに
モーフします。

 • ライブラリウェーブ(Library Waves)は ABSYNTH 5 のユニバーサルライブラリ内のファクトリーウェ
ーブです。

7.1 ウェーブフォームページ、スペクトラムページ、モーフページ
(Waveform Page、Spectrum Page、Morph Page)

ウェーブウインドウ(Wave Window)には 3 つ(Waveform、Spectrum、Morph)のページにアクセスする
為のタブがあります。 タブをクリックしてページを表示します。
ウェーブフォームページ(Waveform page)で波形の時間に関するコンポーネントを編集し、スペクトラム
(Spectrum page)ページで波形の 倍音成分に関するコンポーネントの編集を行います。 モーフページ
(Morph page) で 2 つの波形を混ぜ、モーフウェーブに変形します。 モーフウェーブ(Morph Wave)に関し
てはセクション7.5 “ウェーブモーフ(Wave Morph)”を参照してください。 これから使用する全てのツールはリ
アルタイム使用可能です。 サウンドを演奏しながら波形を編集して音声を瞬時に確認することが可能です。
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7.2 新規波形の作成
新規波形を作成するには、波形を使用しているモジュールのウェーブフォームセレクター(Waveform 
Selector)をクリックします。 するとウインドウが開きます。 Single、Morph、Library とあるボタンをク
リックします。 ここで新規ウェーブフォーム(波形)を作成します。 その後新規波形(New Wave)ボタンをク
リックします。 これで新規波形が作成されます。 これはウェーブフォームセレクターで選択した波形のコピー
です。 これで既存の波形のバリエーションを素早く作成することができます。 これはコピーですがあくまで
も新規波形であるとお考えください。 コピーを使用することでオリジナルを残すことを考えることなく、思う
存分波形を編集することができます。 オリジナル波形を編集するには、ウェーブフォームセレクターのエディ
ットウェーブ(Edit Wave) ボタンを選択してください。 新規波形(New Wave)ボタンを押すと、ABSYNTH 
5  が Wave ウインドウに切り替わり、新規作成された波形を表示します。 各プリセット(Presets)で最高 8 
個作成した波形を収めることが可能です。 ユーザ－波形は作成したプリセット(Preset)内のみで有効です。 
他のプリセットからこの Presets にアクセスすることはできません。 しかしこれらを ABSYNTH 5 のユニ
バーサルライブラリ内で簡単に管理することが可能です。
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7.3 波形の編集

ウェーブフォームエディターです。

ウェーブフォームページ(Waveform page)画面にある波形のアンプリチュードとエンベロープを編集する
ことが可能です。 様々なツールを使用して波形を白紙の状態または既存の波形から作成、編集することも
可能です。 以下のセクションではウェーブフォーム(Waveform)ページで使用するツールとオプションにつ
いて解説します。

7.3.1 ウェーブフォームページの各ツール

ラインドローツール(Line Draw Tool)
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 • ラインドローツール(Line Draw Tool)で直線による波形を作画することが可能です。 このラインは起
点から伸び、波形ディプレイ上の垂直バーにそれぞれマークすることができます。 ウインドウの上部に
表示される時間軸上で、各起点を示すラインをマウスで動かします。

 • カーブドローツール(Curve Draw Tool)で曲線を用いた波形を作画します。 それ以外の操作はライン
ドローツールと同等です。

 • ストレッチツール(Stretch Tool)を選択すると、2 つの垂直線が同時に現れます。 マウスでこの線の中
にある波形をクリック、ドラッグすると波形を伸縮します。 四角形時間軸上で動かし異なるエリアを選
択します。

 • アンプコントロール(Amplification control－dB) で波形のアンプリチュードの値(dB)を設定します。
 • オフセットコントロール(Offset control)でアンプリチュード値のオフセットを設定します。 Offset コ

ントロールをダブルクリックすると波形をゼロライン上に戻します。

7.3.2 トランスフォームメニュー(Transform menu 、Waveform Page) 
 • ノーマライズ(Normalize) で波形のアンプリチュードをノーマライズし、現在の波形の最小値と最大値

が最大値に基づいて調節されます。 各波形をノーマライズすると、どの波形を選択しても一定の音量を
確保することができます。

 • DC オフセット(DC Offset) 機能で 波形の正負値に供給する音量が一定になるようにします。 これは
オフセットコントロールを用いて波形をセンターに移動する操作とは異なります。

 • オフセットフェイズ(Offset Phase…)で波形のフェイズオフセット(位相のずれ)を設定します。
 • インバートフェィズ(Invert Phase) で波形の位相を反転します。
 • リバース(Reverse) で波形自体を反転します。
 • ミックス(Mix…) で波形を Waveform Selector で選択した他の波形とミックスする為のウインドウ

を開きます。 以下のパラメーターは Mix… ダイアログにあります。
 ¤ dB A で波形の音量を設定します。
 ¤ dB B でミックスする波形の音量を設定します。
 ¤ Phase B でミックスする波形の位相を設定します。
 ¤ Freq Ratio B で波形間のフリークエンシーレシオを設定します。
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% Freq Ratio B を使用してハーモニー用方程式を使用したコードを生成することが可能です。 異なる周波数設
定で何回か波形ミックス作業を繰り返すことで、コードに新しい音程を加えることが可能です。

 • Fractalize… で有機的な波形を生成します。 編集用パラメーターは以下となっています。
 ¤ イタレーションコントロール(Iterations control)で波形操作をどれほど精密に行うか設定します。
 ¤ ディスプレイスメントコントロール(Displacement control)でフラクタル波形の基本形を設定し

ます。
 ¤ dB コントロール(dB control)でフラクタル生成の度合いをコントロールし、この値を大きくすると、

サウンドの倍音とノイズが増えます。
 • Filter:..で波形をフィルター加工します。 Filter メニューでは以下のフィルタータイプを選択可能です。

 ¤ Lowpass 1st order は、オクターブごとに -6 dB のスロープカーブを持つローパスフィルターです。
 ¤ Lowpass 2st order は、オクターブごとに -12 dB のスロープカーブを持つローパスフィルター

です。
 ¤ Highpass は 、オクターブごとに -6 dB のスロープカーブを持つハイパスフィルターです。
 ¤ Frequency コントロールでフィルターのカットオフフリークエンシーを設定します。 波形をローパ

スフィルタリングすることで余分なエイリアシング効果を防ぐことが可能となります。
 • FM…はフリークエンシーモジュレーションの略で現在使用している波形がキャリアーとなります。 こ

のダイアログで以下の機能を設定します。
 ¤ ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)でウェーブフォームモジュレーターを選択しま

す。
 ¤ モジュレーターフリークエンシー(Modulator Frequency)コントロールでモジュレーターとキャリ

アーのフリークエンシーレシオを設定します。
 ¤ モジュレーションインデックス(Modulation Index)コントロールで FM の度合いを調節します。
 ¤ キャリアーフリークエンシー(Carrier Frequency)コントロールでキャリアーのフリークエンシーレ

シオを設定します。
 ¤ モジュレーターフェイズ(Mod Phase)コントロールでモジュレーターの位相を設定します。

 • Load…で現在の波形を選択した波形に置き換えます。
 • Import from audio file…で AIFF または WAV ファイルの最初の 1024 サンプルをロードします。
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 • Load Template… ABSYNTH のユニバーサルライブラリ(Universal Library)に保存してある波形を
ロードします。 

 • Save as Template…で ABSYNTH のユニバーサルライブラリに波形を保存します。
 • Clear で波形を削除します。

7.4 スペクトラムエディット(Spectrum Edit)

Wave ウインドウの Spectrum では編集している波形の最初の 64 の波形を表示します。 表示部分の上
半分は倍音の音量、下半分ではその位相を表示しています。 ウインドウの下には各倍音の番号と音量と位相
がそれぞれ示してあります。 64 番目以上の倍音は保持されていますが、Spectrum ページではこれらにア
クセスすることはできません。

% 倍音の位相変化を感じることはできないと考える方もいますが、そんなことはありません。 位相変化は複雑な波形
を用いて音量や倍音位相を変更することで、その効果がより顕著となります。 以下のセクションでは Spectrum 

ページの各ツールとオプションについて解説します。
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7.4.1 Spectrum ページのツール

スペクトラムページのツールです。

 • シングルハーモニックドローツール(Single Harmonic Draw Tool)で各倍音の音量と位相を設定しま
す。 この操作で正確に設定を行うことが可能となります。

 • マルチハーモニックドローツール(Multi Harmonics Draw Tool） でいくつかの倍音の音量と位相を
同時に設定することができます。

 

7.4.2 トランスフォームメニュー(Transform menu 、Spectrum Page)
 • Invert phase  で倍音の位相を反転させます。
 • Shift harmonics でスペクトラム全体を左から右、またその逆方向に移動します。 
 • Load…: で使用している波形をランダムに別の波形に置き換えます。
 • Load Template  でダイアログを開きユニバーサルライブラリから波形をロードします。 ロードする波

形を選択してください。 “OK”をクリックしてウェーブエディターに波形をロードしてください。
 • Save as Template…で ABSYNTH のユニバーサルライブラリに波形を保存します。
 • Clear all  で音量と位相をリセットします。
 • Clear amplitude で音量をリセットします。
 • Clear phase  で位相をリセットします。

7.5 ウェーブモーフ(Wave Morph)
ウェーブモーフ(Wave Morph) 機能で 2 つの波形を混ぜ合わせ、新規波形を生成します。  モーフウェー
ブで使用する 2 つの波形はそれぞれ Wave ウインドウの ウェーブフォームページの各機能を用いて編集
することが可能です。  モーフウェーブ(Morph Wave)をオシレータモジュール等にロードした場合、 2 つ
の波形が使用されます。 モーフウェーブは Wave ウインドウのモーフページ Morph Mod パラメーター
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の位置によって設定されます。 もちろんウェーブモーフィングのパラメーターを自由に変調できます。 これ
により、演奏中の音声が様々なサウンドに変化することで動きのあるサウンドとなります。

モーフウェーブを起動するには以下を行ってください。
1. パッチ(Patch)ウインドウのオシレータ(Oscillator)を起動してください。
2. ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)でモーフウェーブ(Morph Waves)から波形を選択

してください。

ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector)です。

3. New ボタンをクリックしてください。 これにより選択した波形を使用する新規ウェーブフォームが作
成されます。

4. ABSYNTH は自動的に Wave Window を開きます。
 ➝ モーフウェーブ(Morph Wave)は自動的にウェーブウインドウ( Wave Window)にロードされます。
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2 つの波形を編集する為のオプションはシンプルウェーブを編集するときの内容と同様で、ウェーブフォーム
とスペクトラムページを使用してモーフウェーブの各波形をそれぞれ編集することが可能です。 ウェーブフォ
ームページで Morph Wave 1 と Morph Wave 2 ボタンを使用し各波形の切り替えを行ってください。

Wave ウインドウの ウェーブフォームページです。

選択したモーフィングページで ABSYNTH 5 モーフした波形を確認できます。
 ⒉ Morph ページに移動するには、Morph タブをクリックしてください。

この表示画面のウェーブディスプレイ(Wave Display)は水平に 3 つのセクションに別れており、一番上には 
Wave 1、真ん中は Wave 2、一番下にはモーフした波形が表示されます。
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Wave ウインドウの Morph ページです(Morph Waves 専用です)。

モーフィング時には 2 つの処理が同時に行われます。
1. トランジションコントロール(Transition control )で Wave 1 と Wave 2 のモーフィ

ング率を調整します。値を 0 にするとモーフウェーブは Wave 1 のみとなり、この値を上げることで 
Wave 1 が徐々に Wave 2 と変化していきます。しかしこの機能はここまでには留まりません。

2. 各波形はアンカーポイント(Anchor Points)によって各セクションに分かれています。 両方の波形のア
ンカーポイント(Anchor Point) A とアンカーポイント B はお互いに反応します。 波形から波形へとモ
ーフする際に、Wave 1 のセクションA-B から Wave 2 のセクションA-B へと変化します。 したがって
(波形はループするので)次のセクション B-A もセクションA-B での変化と同様にモーフします (Wave 
1 の B-A が Wave 2 の B-Aへとモーフします)。
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アンカーポイントメニュー(Anchor Points)で最大 4 つの アンカーポイントを波形に設置することが可能
です。

アンカーポイントメニューです。

% アンカーポイントが交差しないように設定して(波長分布が)正確なモーフィング結果を得ることができます。

Wavemorph に関するクイックスタートはクイックスタートガイド(正式名称 Getting Started)に記載して
あります。
アンカーポイントを動かすことで波形を効果的に活用し、モーフィングをさりげないサウンドデザインツー
ルとして使用することが可能となります。 マクロコントロール(Macro control )を介してトランジション
(Transition) コントロールを変化させることで(セクション10.2、 “ABSYNTH 5 のオートメーション: マ
クロコントロール”参照)特に効果的な結果を得ることが可能です。 例えば非常に異なる波形を簡単に切り
替え、オシレータのサウンドソースとして使用することが可能です。 この機能は様々な可能性を秘めていま
す。 両方の波形を非リニア線でミックスすることが可能となります。
もう一つの例として、Waveshaper モジュールで Morph Wave を使用することも可能です。
ウェーブシェイパーモジュール(Waveshaper Module)で非常に敏感に波形内を移動し、モーフィングで連
続的に伸縮するサウンドを生成することが可能となります。
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8 エンベロープウインドウ(Envelope 
Window)

エンベロープウインドウです。

ABSYNTH 5 には、パラメータを変調用に最大 68 ブレイクポイントを使用できるエンベロープを備えてい
ます。 これらのエンベロープは非常に柔軟で様々なオプションを含んでいます。
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8.1 操作の基本的内容
各オシレータでは標準的なアンプリチュードエンベロープを含んでいます。 アンプリチュードエンベロープ
でボイス処理のスタート地点と終了地点を設定します。 このエンベロープが最後のブレイクポイントに到達
するとこの音声に対する処理が終わり、対応するCPU 負荷もなくなります。
エンベロープがパラメーターを変調している場合、Patch ウインドウで設定した値がエンベロープ内での最
大値を意味します。 エンベロープはこの値を下げることはあっても上げることはなくなります。 例えば、周
波数を 5000 Hz に設定したフィルターをエンベロープで変調する場合、エンベロープは5 Hz から 5000 
Hz の間で機能します。

8.1.1 ズーム機能(Zoom Function)
アンプリチュードと時間用の目盛りは左上のエンベロープ表示部分の虫眼鏡アイコンの部分にあります。 こ
の部分でマウスを水平垂直方向に動かすことでエンベロープを拡大/縮小表示します。 1 ピクセルが 1 サ
ンプルです。
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8.1.2 エンベロープリスト(Envelope List)

エンベロープウインドウのエンベロープリストです。

エンベロープリスト(Envelope List)には全てのアサイン済みエンベロープがあります。 選択したエンベロー
プはエンベロープディスプレイ(Envelope Display)に表示され、選択していないエンベロープは空白の状態と
なります。 エンベロープ名称部分ではモジュールタイプ (Oscil、 Filter、 Mod)、 チャンネル(A、 B、 C,
、Master)アサイン先パラメーターを表示します。 エンベロープディスプレイ(Envelope Display)で表示する
エンベロープを選択するには、マウスで各エンベロープをクリックします。 リスト内で Shift キーを押したま
まリスト内でマウスを動かすと、リストのエントリーを連続して選択することができます。 連続しないエントリ
ーを複数選択するにはオプションキー(Mac OS) または Ctrl- キー (Windows) を押しながら選択します。
エンベロープリスト(Envelope List)には 2 つのコントロールがあります。
 • 新規エンベロープ(New Envelope)ボタンで新規エンベロープを作成します。新規エンベロープ(New 

Envelope)ボタンをクリックしてエンベロープを作成するためのパラメーターがあるウインドウを開きま
す。任意のエントリーをクックしてモジュールを選択してください(最初に左の項目、次に真ん中の項目欄
でパラメーターを選択してください)。関係するパラメーターのみがリスト内で表示されます。例えばシン
グルモード(Single Mode)でオシレータが機能している場合は、FM インデックスパラメーターは表示
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されません。オシレータを FM モードにすると、パラメーターが表示されます。現在選択しているエンベ
ロープのプレビューを下の 3 つの欄で確認することが可能です。

 • Show メニュー でエンベロープディスプレイの異なるエンベロープのグループを素早く表示、非表示す
ることが可能です。 これによりエンベロープディスプレイを毎回スクロールする必要がなくなります。 
Show メニューをクリックして以下のディスプレイオプションにアクセスしてください。
 ¤ All  で現在のプリセットで使用している全てのエンベロープを表示します。
 ¤ None で現在のプリセットで使用している全てのエンベロープを空欄の状態にします。
 ¤ Channel A で現在のプリセットのチャンネル A 内のモジュールに関連する全てのエンベロープを

表示します。
 ¤ Channel B で現在のプリセットのチャンネル B 内のモジュールに関連する全てのエンベロープを

表示します。
 ¤ Channel C で現在のプリセットのチャンネル C 内のモジュールに関連する全てのエンベロープを

表示します。
 ¤ Master Channel  で現在のプリセットのマスターチャンネル内のモジュールに関連する全てのエ

ンベロープを表示します。
 ¤ All Oscil で現在のプリセットのオシレーターモジュールに関連する全てのエンベロープを表示し

ます。
 ¤ All Filter で現在のプリセットのフィルターモジュールに関連する全てのエンベロープを表示します。
 ¤ All Mod で現在のプリセットのモジュレーターモジュールに関連する全てのエンベロープを表示し

ます。
 ¤ All Waveshape で現在のプリセットのウェーブシェイパーモジュールに関連する全てのエンベロ

ープを表示します。
 ¤ All Effect で現在のプリセットのエフェクトウインドウに関連する全てのエンベロープを表示します。

8.1.3 エンベロープの選択
エンベロープイメージをクリックして編集するエンベロープを選択することができます。 選択したエンベロー
プがハイライト表示されます。
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8.1.4 エンベロープのコピーとインサート
エンベロープのコピー方法は以下です。
1. Edit メニューで Copy Envelope エントリーを選択します。
2. ターゲットエンベロープをクリックし、Edit メニューで Paste Envelope を選択します。

8.2 ブレイクポイント、トランジション/ステップ、シンク
(Breakpoints、Transitions/Steps、Sync)

ブレイクポイント(Breakpoints)は時間軸上のターゲットポイントとして機能し、前の勾配部分に作用しま
す。 編集する為に任意のブレイクポイントをクリックし、選択したブレイクポイントエリアで以下のコントロ
ールの調節を行います。
 • Abs/BP Time control: で時間軸上のブレイクポイント位置を設定します。 この値は秒単位で設定し

ます。 左の BP Time Toggle の設定によって、前のブレイクポイントからの長さ(Bp sec) 、またはエ
ンベロープの最初からの長さ(Abs sec)を設定可能です。

 • BP アンプリチュードコントロール(BP Amplitude control)で選択したブレイクポイントのアンプリチ
ュードを設定します。 dB 単位で値を直接入力(設定値幅は 0 dB から -96dB までです) 、または 0 
dB のまま割合(%)を調節します。 dB と % を切り替えるには、BP Amplitude Toggle をクリックし
ます。

 • スロープ/ステップスイッチとスロープコントロール(Slope/Step switch with Slope control)－ スロ
ープ/ステップスイッチで、エンベロープパス内の前のブレイクポイントと選択しているブレイクポイントと
の関係を設定します。スロープ(Slope)では典型的な波形を示し、Slope コントロール内の値で勾配カ
ーブを設定します。 ステップ(Step)では値がジャンプし、勾配カーブの変わりにカラフルな長方形がブ
レイクポイント間に現れます。  マウスをクリックホールドしてこの長方形を上に上げるとこの部分の値
が持ち上がります。 下げると値が下がります。 水平方向にブレイクポイントを移動することも可能で
す。 マウスをクリックホールドして移動してください。

これら 3 つのパラメーターでブレイクポイントを正確に配置することができます。 マウスを使用してアンプ
リチュードとポジションを直接変更することも可能です。 Shift-クリックまたはクリックしたままエンベロープ
上の複数のブレイクポイントを囲み選択していくつかのブレイクポイントを同時に動かすことも可能です。 各
編集によって選択した全てのブレイクポイントとパラメーターアンプ、abs time とスロープ、MIDI 、LFO の
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各設定が変更されます。 絶対時間と調整パラメーターは Time コントロールと Amp コントロールの下に
表示されます。

選択したブレイクポイントとエンベロープです。

上の図ではエンベロープがフィルター A1 Freq (1) パラメーターを変調しています。 これにより、フィルタ
ーフリークエンシーが選択したブレイクポイントのパラメーター部で表示されています。 スロープ(Slope)
で、ブレイクポイント列に沿ってウェーブシェイプを設定します。 設定値が 1 でリニアとなり、 値を下げる
と異なる上昇線となります。
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Slope の値が 1 の状態のブレイクポイントです。

8.2.1 ブレイクポイントの作製と削除
ブレイクポイントを作成するにはコマンド-クリック(Mac) または右クリック(Windows)します。 ブレイクポ
イントを削除するには、Ctrl-クリック (Mac) または右クリック(Windows)します。

8.2.2 グリッドスイッチ(Grid Switch)
グリッドスイッチ (Grid) をクリックしてエンベロープ内のグリッド表示をオン/オフ切り替えします。グリッド
をオンの状態にすると、Grid スイッチの右に Grid メニューが現れます。Gridメニューで任意のグリッドを
選択してください。デフォルト値は 1/8 (グリッドアンプリチュードが 8 ビート対応します)。その他の設定
値は 1/16 、1/32 です。グリッドが表示されると、ブレイクポイントがグリッド上に配置されます。Ctrl-キー 
(Mac)、 Alt-キー (Windows)を押したままブレイクポイントを作成することでこの配置を上書きすること
が可能です。
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8.2.3 ロック/スライドスイッチ(Lock/Slide Switch )
この機能を用いてブレイクポイントがマウスの動きにどう反応するか設定することができ、Lock を選択する
とブレイクポイントが次のステップに移動するようになります。 この移動で次のブレイクポイントを使用する
エンベロープへの影響はありません。 Slide を選択すると、それ以降のブレイクポイントは編集しているブレ
イクポイントと共に移動します。
ロックはビートと同期するリズミカルなエンベロープに対して特に有効です。

8.2.4 フリー/シンクスイッチ(Free/Sync Switch)

Sync ボタン

コントロールドリベンエンベロープ(Control Driven Envelopes、time から独立したエンベロープです) 以
外で、 Free/Sync スイッチを Sync にしてホストソフトウェアのテンポに同期させることができます。

8.2.5 サステイン/リリースマーカー(Sustain/Release Marker )
サステイン/リリースマーカー(Sustain/Release Marker)でエンベロープのサステインとリリース用のブレイ
クポイントを設定します。 このマーカーの作用は選択するエンベロープモードによって異なります(以下参照)。 
最初と最後以外は全てのブレイクポイントでマーカーをドラッグすることが可能です。
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8.3 エンベロープモード(Envelope Modes)
エンベロープモードの選択肢は Release、 Sustain、 Loop and Retrigger で、各自エンベロープモード
メニューで選択します。 コントロールドリベンエンベロープ(Control Driven Envelope)は MIDI でコント
ロールします。 サンプルジャンプ(Sample Jump) エンベロープモードも他のモードとは異なります。 これ
については 2 つのエンベロープを繋げるリンクモード(Link Mode)の項目で解説します。

8.3.1 リリースモード(Release Mode)
リリースモード(Release Mode)を選択してノートを演奏すると、エンベロープではブレイクポイントの最初か
ら最後まで再生します。 サステイン/リリースポイントに到達する前にノートを放すと、エンベロープがこの位
置に移動し、そこから最後まで進みます。 リリースモード(Release Mode)はパーカッシブなサウンドとサス
テインを含んだピアノサウンドに対しての使用にむいています。サステイン/リリースポイントが最初の部分に近
い場所に配置してある場合は、エンベロープはリリースノートの長さとは関係なく、常に同様に機能します。

8.3.2 サステインモード(Sustain Mode)
サステインモード(Sustain Mode)ではエンベロープは典型的な ADSR エンベロープと同じように機能しま
す。 このモードを選択してノートを演奏すると、エンベロープがサステイン/リリースポイントに進み、値はノ
ートオンから一定となります。 ノートを放すと、エンベロープが最後のブレイクポイントまで進みます。 サ
ステイン/リリースポイントにノートが到達する前にノートを放すと、エンベロープがこの位置に移動し、最後
まで進みます。

8.3.3 ループモード(Loop Mode)
ループモード(Loop Mode)を選択すると、U字状のループスタートマーカー(Loop Start Marker)がサステ
イン/リリースマーカーと共に表示されます。 このマーカーを使用してサステイン/リリースマーカーの前にあ
る全てのブレイクポイントを選択することが可能となります。 ループ部は青く表示され、それ以外の部分は
緑表示されます。 ブレイクポイントはターゲットポイントであると考え、ループポイントよりも前にある部分
もループの一部として考えると良いでしょう。 ループモード(Loop Mode)で、エンベロープはサステイン/リ
リースマーカーに到達すると瞬時にループスタートマーカー(Loop Start Marker)に戻り、ノートを放すまで
このセクション内をループします。
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8.3.4 リトリガーモード(Retrigger Mode)
リトリガーモード(Retrigger Mode)ではエンベロープはノートを押している間のリトリガー値によって変化し
ます。 サステイン/リリースポイントにノートが到達する前にノートを放すと、エンベロープがこの位置に移動
し、最後まで進みます。 サステイン/リリースマーカーがこのリトリガーループ内にある場合は、エンベロープ
の位置が固定されます。 リトリガーモード(Retrigger mode)はリズミカルなループを生成する場合に便利
です。  リトリガーにビートを当てはめることも可能で、これをビートコントロール(Beat control)といいます。

8.3.5 コントロールドリベンモード(Control Driven Envelopes)

コントロールドリベンモードのエンベロープです。

コントロールドリベンエンベロープ(Control Driven Envelopes)の見た目は他のエンベロープと同じですが、
その機能は大きく異なります。 通常のエンベロープと比べて、コントロールドリベンエンベロープはきわめて
単純で、普通のエンベロープは時間軸で機能し、コントロールドリベンエンベロープモードではマクロコントロ
ール(Macro Control)でX 軸をコントロールします。  MIDI 値 0 はエンベロープの最初を意味し、64 でエ
ンベロープの中心、127 で最終地点となります。 最小値と最大値を斜めの直線で接続してシグナル値を変化
させているなら、これをマクロコントロールに直結してパラメーターを変化させることができ、入力シグナルは
1:1の比率でパラメータの変更値へと変化します。 コントロールドリベンエンベロープで更に複雑な曲線を描
くことで興味深い結果を得ることができます。これによりサウンドのモーフとコントローラーによるアルペジ
オ、モジュレーションホイールを使用してリズムのスピードをコントロールすることが可能となります。 コン
トロールドリベンエンベロープの応用例をファクトリープリセット内に多数収めてあります。 コントロールド
リベンエンベロープ(Control Driven Envelope)を作成する場合は、エンベロープのウインドウの上部にあ
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る Envelope Mode メニューで Control Driven  を選択します。 コントロールドリベンエンベロープモー
ド(Control Driven Envelope)とポイント数は関係なく、エリアは Macro Control レンジによってエンベ
ロープの最初から最後までアクセスすることが可能です。

8.3.6 リンクモード(Link Mode)

Link モードのエンベロープです。

編集した Envelope を Link モードを介して 他の Envelope に接続することが可能です。 Link モード
で2 番目のEnvelope (the source)に対する変更内容は直ちに編集した Envelope に反映されます。 リ
ンクする Envelope を作成するには、Envelope Window の上部の Mode メニューで Link を選択しま
す。 直接これらのエンベロープを編集することはできませんが、各性質をアサインすることは可能となりま
す。 変更内容は接続してあるエンベロープ画面上ですぐに映し出されます。 ソース(Source) メニューで
 
 



ABSYNTH 5 オペレーション マニュアル – 124

Envelope を選択してください。
 • ソースメニュー(Source menu)でソースEnvelope(エンベロープ)を選択します。
 • Time % コントロールで従属エンベロープの変化スピードスケールを設定します。 50% でマスターエ

ンベロープの 2 倍の速さとなり、200% で半分のスピードとなります。
 • Amp % コントロールで従属エンベロープのアンプリチュードスケールを設定します。
 • Amp Offset コントロールで従属エンベロープのゼロラインをブースト、 減衰させます。
 • Slope % コントロールで従属エンベロープの上昇スケールを設定します。
 • リンクモードでは似たエンベロープを調節する時間を節約するだけではなく、創造性あふれるサウンド

作成にも有効です。 例えば微妙に異なるescalation または time のスケールを選択することによって
複数チャンネルのフィルターのカットオフフリークエンシーを変化させることで非常に有機的なサウンド
を生成することが可能です。 同じように、パラメーターにオシレータピッチを接続することでデチュー
ンエフェクトを生成することがで

8.3.7 サンプルジャンプ(Sample Jump)

サンプルジャンプモードのエンベロープです。

サンプルジャンプエンベロープ(Sample Jump Envelope)でテンポに同期してサンプルをリトリガーすること
が可能となります。 サンプル内の全てのブレイクポイントに独立したリトリガーポジションを設定することが
可能です。 このタイプのエンベロープには本当のブレイクポイントが無い為、普通のエンベロープの見た目と
は異なります。 代わりに実際のサンプル波形を表示します。 サンプルジャンプエンベロープ(Sample Jump 
Envelope)はオシレータの一つ以上をサンプルモード(Sample Mode)にすることで機能します。
サンプルジャンプエンベロープを作成するには最低でも一つのオシレータをサンプルモードにしてサンプル
をロードする必要があります。 サンプルジャンプエンベロープは各素材に対して有効ですが、この機能を理
解するにはドラムループ、またはリズミカルな素材を使用するとよいでしょう。 サンプルジャンプエンベロー
プを作成するには、Envelope ウインドウの新規エンベロープ(New Envelope)ボタンをクリックします。 
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その後オシレータ oscil A (または編集するサンプルをロードしたオシレータを使用します)を選択します。 
その後真ん中の項目欄からパラメーター oscil A sample jump を選択します。 これでサンプルジャンプ
エンベロープが現れ、ウェーブシェイプ ウインドウ内のオシレータモジュールにロードされた波形が表示さ
れます。 サンプルジャンプエンベロープで他のエンベロープで設定したときと同じように新規ポイントを作
成します(Mac では Ctrl-クリック、Windows では右クリックします)。 Delta Time/Abs Time コントロ
ールでサンプルを再トリガーするタイミングを設定します。サンプルのトリガー地点は % コントロールで変化
し、サンプル全体の割合でトリガー地点を指定します。 サンプルジャンプエンベロープエンベロープタイプで
サンプルを異なる起点から再生し、テンポで同期させることが可能です。

8.4 エンベロープ LFO

LFO を起動した状態のエンベロープです

全エンベロープで LFO を使用することが可能です。 ABSYNTH の Wave ウインドウでLFO の波形を
描くことが可能です。 同じ LFO 波形がエンベロープ全てに影響します。 しかし各エンベロープのブレイク
ポイントでは異なるデプスとスピード値を設定することができます。 エンベロープ用の全ての LFO 設定は 
Envelope ウインドウで視覚的に表示されます。
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LFO を起動するには、エンベロープを選択しウインドウ上部の LFO セクションをクリックします。 LFO セッ
ティングは各ブレイクポイントで個別に設定可能です。 クリックでブレイクポイントを選択して好みの LFO 
の形になるまでデプス(Depth)値を上げます。 ブレイクポイント間の設定の差異は滑らかになります。 例
えばブレイクポイントの LFO デプス値が 100 (最大値)の場合、次のブレイクポイントの LFO デプスを 0 
(最小値)にすると、LFO デプスパラメーターは空白の状態になります。 スピード設定による差異も同様に訂
正されます。 これにより自然な LFO のスピードアップ/ダウンが生成されます。 各エンベロープでは各ブレ
イクポイントで個別の付 LFO を使用できます。 LFO のパラメーターはエンベロープウインドウ上部の LFO 
セクションで設定可能です。
全エンベロープに適用できる LFO パラメーターは以下となっています。
 • ウェーブフォームセレクター(Waveform Selector): ここで LFO 用の波形を選択します。
 • フェイズコントロール(Phase control)で LFO のフェイズ(位相)を設定します。
 • Wave/SH Toggle: トライアングル波形を使用すると、LFO が選択した波形を使用します。 サンプル

アンドホールド(Sample&Hold)シンボルが表示されている場合、LFO はランダムなサンプルアンドホ
ールドとして機能します。

ブレイクポイント用 LFO パラメーターはグローバルパラメーターの下で直接組み立てることが可能です。 
任意のブレイクポイントを選択することで表示されます。
 • デプスコントロール(Depth control):LFO デプスを  0 から 100 までの値で設定します。
 • Sec コントロール:LFO の速度を秒単位で設定します。 速い LFO 値にするには設定値を低くします。
 • S/H Sec コントロール: ここでサンプルアンドホールドのスピードを秒単位で設定します。 低い値で速

い速度となります。 このオプションはグローバルパラメーターセクションの Wave/SH Toggle を 
Sample&Hold にした場合のみで有効です。

8.5 エンベロープモジュレーション
エンベロープ内の各ブレイクポイントの位置はマクロコントロール(Macro Control)を介して設定すること
も可能です。 エンベロープの各ブレイクポイントを個別にマクロコントロールを用いて設定することも可能
です。 これでエンベロープの形をダイナミックに変更したり、マクロコントロール、またはMIDI ベロシティー
を介して送られる情報をシンクさせることが可能となります。 各ブレイクポイントはタイムとアンプリチュー
ド用コントロールシグナルに個々に反応します。 ベロシティー、またはマクロコントロールによるシグナルを
用いてエンベロープの形を変更することが可能となります。
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マクロコントロールを起動した状態のエンベロープブレイクポイントです。

ブレイクポイントのリモートコントロールを起動するにはエンベロープウインドウの右上にある色が付いたコ
ントロールスイッチをクリックします。  エンベロープ用グローバルマクロコントロールはありません。 ブレ
イクポイントディスプレイ上をクリックすることで以下の機能を使用できます。
 • Time CC メニュー: このメニューでどのマクロコントロールがブレイクポイントの配置コントロールに対

応するか設定します。 Time CC メニューには以下のナビゲーションソースがあります。
 ¤ Not assigned:  マクロコントロールはアサインされていません。
 ¤ Macro Control 1 to 16: リストからマクロコントロールを選択すると、これがパラメーターをコン

トロールします。
 ¤ Velocity: MIDI ベロシティーインフォメーションがパラメーターのナビゲーション用に用いられます。
 ¤ Pan LR (Left/Right): ステレオパノラマの左右軸位置がパラメーターのナビゲーション用に用い

られます。
 ¤ Pan FB (Front/Back): サラウンドパノラマの前後軸位置がパラメーターのナビゲーション用に用

いられます。
 • Time Scale コントロール: でタイムスケールをコントロールします。 マクロコントロールからのシグナ

ルはブレイクポイントの各位置情報値に関係します。 マクロコントロール値があがると、Time Scale 
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コントロールがプラス値となりブレイクポイントの時間位置を前進させ、マイナス値でコントロールシグナ
ルの極性が反転します。

 • Amp CC: これでどのマクロコントロールでブレイクポイントのアンプリチュードをコントロールするか設
定します。 オプションのリストはパラメーター Time CC のリストと同様です。

 • Amp Scale コントロール: でアンプリチュードスケールの強さを設定します。 -値でアンプリチュード
が下がり、プラス値でアンプリチュードをブーストします。 -100 でマクロコントロールからのシグナルは
ゼロ地点からブレイクポイントの各アンプリチュード値に関係し、値が 100 でマクロコントロールから
のシグナルはブレイクポイントの各値がアンプリチュードの最高値に関係します。

サウンドを興味深くするにはベロシティーを介してオシレータエンベロープのアンプリチュードまたはフィル
ターエンベロープのアタックタイムをコントロールします。

8.6 マスターエンベロープ(Master Envelope)

マスターリリースコントロールでエンベロープのリリースタイムを編集します。

はっきりと確認できるエンベロープの変化が必要な場合がしばしばあります。 これは MIDI コントローラー
を使用してライブ演奏する場合に特にありがちです。 このために ABSYNTH 5 はマスターエンベロープが
あり、そのあとエンベロープにはアタック、ディレイ、サステイン、リリース(ADSR)があり、マスターエンベロー
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プでアンプリチュードの変化が速く、効率よくなります。 これでライブでの活用に適したリアルタイムサウン
ド生成の可能性が広がります。

8.6.1 ブレイクポイントのアサイン
エンベロープのナビゲーション内の 4 つのマスターエンベロープノブを使用するには、各ノブをエンベロープ
上のブレイクポイントと接続します。 接続方法は以下です。
ADSR Assign スイッチをクリックしてマスターエンベロープをラーニングモードにします。その後 A (A タ
ブ)をクリックします。その後エンベロープのアタック用ブレイクポイントを選択します。そのためにエンベロー
プを表示するエンベロープディスプレイのブレイクポイントをクリックします。ブレイクポイントの脇に小さな 
A が表示されます。これでマスターエンベロープのアタックノブ(A)とブレイクポイントが接続されます。接続
をアンドゥーするには、ブレイクポイントをもう一度クリックすると、A が消えます 
選択したエンベロープのブレイクポイントを備えたマスターエンベロープの残り 3 つのノブを接続するには、
上の方法を繰り返しますが、まずタブD、 S 、R を使用してどのマスターエンベロープノブをブレイクポイン
トにアサインするかを選択します。 全てのマスターエンベロープノブに任意のブレイクポイントをアサインし
たら、ADSR Assign スイッチをもう一度クリックしてラーニングモードを解除します。 マウスでマスター
エンベロープノブI A、D、R のどれかを動かすと、ゴーストエンベロープが選択したブレイクポイントの曲線
を表示します。 各ブレイクポイントはマスターエンベロープ A、D、R のいずれかに接続することが可能で
す。 同じマスターエンベロープノブ A があるブレイクポイントを接続してアタックコントロール用カーブを
複雑にすることも可能です。 これは他のマスターエンベロープノブ D、S、R とエンベロープの関係する場所
でも同じことです。
サステインを調節するマスターエンベロープノブ S も各ブレイクポイントと接続することが可能です。 これ
によりサステインのアンプリチュードを調節することが可能です。 エンベロープディスプレイではリアルタイ
ムでその変化を表示します。
各エンベロープの各アサインを行い、4 つのマスターエンベロープノブでいくつかのエンベロープ変化を同時
に操作することができます。
ADSR エンベロープを作成するには、サステインモードで 5 つのブレイクポイントを持つエンベロープを作
成します。最初のブレイクポイントをマスターエンベロープノブ A、次をマスターエンベロープノブ D 3、4 番
目をマスターエンベロープ S、5 番目をマスターエンベロープノブ R にアサインします。 更に 4 つのマスタ
ーエンベロープタブで対応するマスターエンベロープノブの反応具合を調節します(数値入力フィールド、Time 
コントロール、Amp コントロールを使用)。Time コントロールの値でエンベロープの各段階での変化を設
定します。マスターエンベロープノブ(A、D、R)のデフォルト値は 100 でマスターエンベロープノブ A の値は 
0 です。Amp コントロールの値を設定してマスターエンベロープノブがアンプリチュードに影響する度合い
を設定します。デフォルト値は A、D、R で 0 、S は 100 です。従来の ADSR 反応がこのデフォルト値で
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再現できます。演奏形態によって他の値による設定が望ましい場合もあり、例えば短いアタックでアンプリチ
ュードを低くしたい場合もあります。 こういった場合、アンプコントロールの値をデフォルト値よりも上げる
必要があります。 値を 100 にすると、ノブ A がアタックとアンプリチュードを調節できるようになります。

8.6.2 マスターエンベロープのコントロール
いくつかのオプションは4 つのマスターエンベロープノブの値をコントロールする為に設けられています。
 • 4 つのノブはマウスで動かすことが可能です。
 • マスターエンベロープノブは演奏中のサウンドのリアルタイム編集ツールとしての使用に特にむいてお

り、 この4 つのノブに対してロータリーコントローラーやスライダー等の外部 MIDI ソースに反応する
よう設定することが可能です。

マスターエンベロープノブを MIDI コントローラーで使用するための設定方法は以下です。
1. Perform ウインドウに切り替えます。 4 つのマスターエンベロープノブも表示されます。
2. マスターエンベロープノブの一つをCtrl-クリック (Mac) または右クリック(Windows) してノブを MIDI

ラーニングモードにします。 ラーンモードを意味する小さなサインが表示されます。
3. マスターエンベロープノブを動かす為の任意のコントロール部を動かします。
4. Learn をクリックしてMIDI ラーンモードを終了します。

 ➝ この時点でアサインしたコントロール部を動かすと、対応するノブも動きにあわせて変化します。

8.7 トランスフォームコマンド(Transform Commands)
Transform メニューには選択したエンベロープを変化させるために使用する 8 種の機能を備えています。 
各機能で専用ダイアログを開き、そこには専用パラメーターがあります。 Transform メニューの各機能は
以下となっています。

8.7.1 Scale… 
は選択したエンベロープの各パラメーターのスケール用機能です。 エントリー Scale…を選択すると 
Transform エンベロープメニューが開き、そこには以下の項目があります。
 • Envelope List: ここで変化させるエンベロープを選択します。
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 • Time Scale control:でブレイクポイント間の横方向の間隔(機能が適用されるまでの間隔)を設定しま
す。 ここの値をパーセンテージで設定します。

 • Amp Scale control:で 機能が適用されるまでのブレイクポイントのアンプリチュードを設定します。
 • Amp Offset control: で 機能が適用されるまでのB のアンプリチュードオフセットを設定します。
 • Slope Scale control: でエンベロープのスロープを設定します。 値が 0 に近くなるほど凸状となり、

値を高くするほど凹状となります。 設定値幅は 0 から 1600 までです。

8.7.2 Expand to Rhythm… 
新規機能 Expand to Rhythm… でエンベロープのステップをリズミカルに変化させます。 この機能で簡
単にリズミカルなモジュレーション処理や全く独立したリズムを生成することが可能です。 ステップシーケ
ンサー(Step Sequencer)と共にここでのステップはパターン管理します。 Expand to Rhythm機能を使
用する前に、Grid スイッチをクリックしてください。
エントリー Expand to Rhythm…を選択すると、ダイアログで以下の項目を表示します。
 • Envelope List: ここで変化させる対象となるエンベロープを選択します。
 • # of Beats control:ここでパターンのステップ量を設定します。 2 から 16 ステップでパターンが成り

立ちます。
 • BPM control: ここでリズムのスピードを BPM で設定します。
 • Beat Duration control: ここでエンベロープ内各部の間隔をビート単位で設定します。 ここではまた

パターン内での元のエンベロープの使用具合も設定します。
 • Pattern: ここで作成したリズムの連続したステップを設定します。 ステップシーケンサー、またはドラ

ムマシーンのように、任意の部分をクリックして個々のステップをオン/オフします。

8.7.3 Generate AR Pulse… 
 Generate AR Pulse… 機能で自動的にアタックとリリースをパルス波形で作成します。 この機能はリズ
ミカルなエンベロープを作成する場合に特に便利で、例えばこれを Retrigger Mode で使用します。 エ
ントリー Generate AR Pulse… を選択すると Transform エンベロープメニューが開き、そこには以下の
項目があります。
 • Envelope List: ここで変化させる対象となるエンベロープを選択します。
 • # of Beats control: ここに生成するパルス数を入力します。
 • BPM control: ここでパルス波のスピードを BPM で設定します。
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 • Beat Duration control: ここでパルス波形の間隔をビート単位で調整します。
 • Attack time control:  ここを使用してパルス波のアタックタイムを調節します。
 • Min amp control:  ここを使用してパルス波が制御を始める基準となるアンプリチュードの最低値を

設定します。
 • Slope control:  ここを使用してカーブのスロープを設定します。

8.7.4 Set Duration… 
このコマンドで選択したエンベロープの長さを設定します。 これはここでエンベロープの伸縮をコントロー
ルすることを意味します。 Set Duration…を選択すると Transform エンベロープメニューが開き、そこに
は以下の項目があります。
 • Envelope List: ここで変化させる対象となるエンベロープを選択します。
 • Seconds control: ここで1周期の時間を秒単位で設定します。
 • BPM control: で長さを BPM で設定します。 これで秒単位のコントロールが BPM 単位のコントロ

ールへと切り替わります。
 • Beats control: ここで1周期の時間をビート単位で設定します。 ここで使用するスピードは BPM コ

ントロールでの設定によるものです。

8.7.5 Load Template 
ダイアログを起動し、ABSYNTH のユニバーサルライブラリからエンベロープを選択、ロードします。

8.7.6 Save as Template 
このダイアログでエンベロープを ABSYNTH のユニバーサルライブラリに保存します。

8.7.7 Initialize Selected Envelope 
選択したエンベロープを初期化します。

8.7.8 Delete Selected Envelope 
選択したエンベロープをエンベロープリストとエンベロープディスプレイから削除します。
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9 LFO Window (LFO ウインドウ)
ABSYNTH には3 つの LFO があり、それぞれをモジュレーションに使用します。 各 LFO は Patch ウインド
ウのオシレータモジュールと同等で、Morph Wave を含んだオシレーション値と波形を使用します。 低いオシ
レーション周波数である LFO は Patch ウインドウのオシレーターとは異なり、可聴可能な音声を生成しませ
ん。 代わりに遅いオシレーション値を、サイクルするサウンドのパラメーターを変調するのに使用します。
この機能を音楽的に活用する方法は非常に多くあります。 ビブラートエフェクトは非常に一般的な使用例で、演
奏中の音声の音程を周期的に変化させます。 トレモロエフェクトは同様に音量を変化させる使用方法です。 空
間内での周期的な移動も LFO を用いることで簡単に制御することが可能です。

ABSYNTH 5 の LFO 1 と 3
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ABSYNTH 5 の3 つの LFO は同じ構造で成り立っています。 各自上部にオシレーターセクション、下部に
はモジュレーションセクションがあります。 上部の各 LFO 用オシレーション部は 2 つのモジュレーション
セクションで LFO シグナルによって変調するサウンドパラメーターを設定した上で機能します。 一番下のモ
ジュレーションセクションでマクロコントロールを用いて LFO をどのように変調するか設定します。

9.1 オシレータセクション

LFO の Oscillator セクションです。

LFO のオシレータセクションはオシレーション設定セクションとして機能し、ここで波形、オシレーションレ
ートとフェイズの設定、オシレータセクションのサンプルアンドホールドモジュールを使用するための設定を
行います。 このモジュールでLFO のシグナルを等間隔で送信し、次の値が送信されるまでこの値を保ちま
す。 この過程で LFO の継続的なオシレーションによる階段状のシグナルパターンを生成します。 以下のコ
ントロール部はオシレータセクションにあります。
 • LFO switch: 左上にあるこの部分をクリックして LFO を起動します。 必要ない場合はオフの状態に

しておくことで CPU を節約することが可能です。
 • Mono/Poly switch: Mono モードで LFO が全ボイスを変調し、ポリモードで各ボイスに独立した 

LFO が対応します。例えばトレモロ効果用にLFO を使用すると、モノフォニック LFO が各ボイスの音
量を上下させることではっきりとしたトレモロ効果が現れます。ポリフォニックモードでは各ボイスの音
量がそれぞれ変化し、複雑な変化をします。ここでかかわってくる重要なパラメーターは Phase です。
以下を参照してください。

Waveform Selector: ウェーブフォームセレクターをクリックしてオシレータ用の波形を選択するダイアロ
グを表示します。 ここでは Simple Waves または Morph Waves を使用可能です。 後者を使用するこ
とで Transition コントロールとの併用で音声の変化が顕著になります。
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 • Phase: ここでノートを発音した時にポリモードのどの LFO 波形がスタートするか Phase で設定しま
す。 値が 0 で波形のスタート(Wave Window の左)地点から開始し、値を 50 にすると真ん中から
開始、100 で最後から開始します(Wave Window 右側)。 波形は最終地点の到達すると瞬時にスタ
ート地点に戻るので 0 と 100 は同じ設定値として考えると良いでしょう。 このコントローラーを使用
して波形の任意の位置からの使用ができ、例えばサイン波を使用して音程を変調(ビブラート)する際に
音程を下げる変調から始めたい場合は、Phase を 50 に設定することで、オシレーションはサイン波の
真ん中の位置から開始します。 モノモードの LFO ではフェイズ位置のリセットは行われません。 こ
の場合、Retrigger (リトリガー)ボタンを使用します。

 • Rate: LFO のスピードは Rate Mode スイッチの設定により BPM で調節することが可能です。 この
設定により、選択した波形は次の周回からこの機能が反映されます。

 • Sample&Hold:サンプルアンドホールドモジュールをオン/オフ切り替えします。 モジュールが有効な
場合は、LFO Rate コントロールと同調する Rate コントロールでタッピングポイントをコントロールし
ます。 周波数が低くなるほど、LFO 波形に関連する値が長くなり安定します。

9.2 モジュレーションセクション(Modulation Sections)
3 つの連動するモジュレーションセクションです。上部 2 つで LFO シグナルによって変調する ABSYNTH 
5 のパラメーターを設定します。最上部のセクションではチャンネル、またはモジュールのパラメーター(例、
オシレーターモジュールのピッチトーン)を含んでいます。このセクションの下には ADSR コントローラーや
エフェクトパラメーター等のグローバルパラメーターを含んでいます。一番下のセクションではマクロコント
ロールで LFO をコントロールします。
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9.2.1 チャンネルパラメータセクション(Channel Parameters section )

LFO のチャンネルパラメーターセクションです。

ここで LFO モジュレーションに使用するピッチ以外のパラメーターを 3 つ配置します。 これら 3 つのパ
ラメーターはメニューで選択します。 ここではメニューでチャンネルを選択するのではなく、しかも右のパラ
メーターとは別のパラメーターを選択します。 更に、シグナルは Inversion スイッチを押すことで2 つにな
り、位相を 180 度変更することも可能ですdegrees (波形の谷が山となり、山はその逆の形となります)。 
この変更したシグナルをチャンネルセレクトボタン(Channel Select Buttons)で他のチャンネルにアサイン
することも可能です。 例えば、チャンネル A、B でバンドパスフィルターを使用する場合、LFO を使用して
各フィルターのバンドパスを変調することが可能です。 片方のバンドが開くともう片方のバンドが閉じるよう
に両方のバンドのタイミングを合わせるには、チャンネルセレクトボタンと同列にある Inversion スイッチを
起動し、チャンネル A を無効にします。その結果両方のフィルターのバンドが個々に開閉します。

チャンネルパラメーター(Channel Parameters)セクションには以下のコントロール部があります。
 • ピッチモジュレーションデプス(Pitch Modulation Depth)コントロールを使用して半音単位で LFO 

の音程可変値を設定します。 反転スイッチ(Inversion switch)を使用して LFO シグナルを反転させ
ます。

 • Pitch Channel Select Buttons: Patch ウインドウのチャンネルを選択し、LFO でチャンネルのピッ
チトーンを変調します。 ボタンをクリックして各チャンネルを選択/選択解除します。 デフォルトでは全
てのチャンネルが変調します。

 • Modulation Target menu: LFO で変調するパラメーターを選択します。 各パラメーターは Patch 
ウインドウのモジュr-るによってグループ化されています。
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 • Modulation Depth control and Inversion switch: LFO のモジュレーション具合をパーセンテー
ジ単位で設定します。 反転(Inversion)スイッチで LFO シグナルを反転させます。

 • Target Channel Select Buttons: Patch ウインドウのチャンネルを選択し、これにはマスターチャンネ
ル、LFO で変調するパラメーターも含まれています。 ボタンをクリックして各チャンネルを選択します。

9.2.2 マスターパラメーターセクション(Master Parameters Section)

LFO のマスターパラメーターです。

マスターパラメーター(Master Parameters)は常にチャンネルパラメーター(Channel Parameters)と同調し
ます。 これはグローバル機能ですので、Channel Select ボタン、または Inversion スイッチはありません。
2 番目の Master Parameter は Panning に設定してあります。 このタイプのモジュレーションはサラウ
ンドサウンドフィールドの前後左右ポジションに作用します。 前後モジュレーションのウェーブポジションは
左右モジュレーションのウェーブポジションに対して 90°に位置します。 これでサイン波による回転が可能と
なります。 他の波形を使用すると更に複雑に移動します。干渉度の高い波形(ノコギリ波や矩形派のような極
端な変化がある波形)では急激な変化を確認することが可能です。 これは前後パンと左右パンの相互干渉に
よるものです。 その結果サウンドソースの位置が、例えば、左右に移動しながら同時に前後に移動します。
設定内容は以下となっています。
 • Modulation Target menu: LFO によって変調するパラメーターを選択します。 Master ADSR 

Controller 等のパラメーターを使用できます。
 • Modulation Depth control : LFO のモジュレーション具合をパーセンテージ単位で設定します。
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9.2.3 コントローラーセクション(Controller Section)

LFO のコントローラーセクションです。

この最後のセクションでモジュレーションの方向を変えます。このセクションでは LFO コントロールよりも、LFO 
自体をコントロールする方法について解説します。 LFO (Master Depth) の基本プリチュードを使用し、このLFO 
で全モジュレーションを調節します。 更にLFO のスピードと Sample&Hold モジュールのスピードを変更します。 
全ての 3 つのオプションマクロコントロールで調節可能で、は Modulation Sourceメニューから選択可能です。 マ
クロコントロールについては10.2、 “ABSYNTH 5 のオートメーション: マクロコントロール”を参照してください。
以下は各パラメーターの詳細です。
 • Modulation Source menu: LFO パラメーターを変調するマクロコントロールを選択します。
 • Modulation Depth control: マクロコントロールによるモジュレーション具合をパーセンテージ単位で設定し

ます。

LFO ウインドウの下の部分にはリトリガーボタン(Retrigger Button)があります。 このボタンは LFO がモノモー
ドの場合に使用できます。 すでに解説したように、LFO の各ボイスはポリフォニックモードで新しくノートを演奏
するごとに LFO がリセットされます。 モノフォニックモードでは上のように機能しません。 この機能により LFO 
は Phase 設定を 0 以上にすることでリセットされます。 この値はサステインペダルで MIDI-CC値を制御するこ
とでコントロール可能です。 ペダルを放すと効果がなくなります。
リトリガーボタンを起動すると、モジュレーションソースメニューが表示されます。ここから 128 あるコントローラ
ーのいずれかを選択します。
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10 パフォームウインドウ(Perform Window)
Perform Window には ABSYNTH 5 のパラメーターコントロール用全シグナルが集まっています。 更に
全てのプリセットに影響するグローバルセッティングもあります。

Perform Window (パフォームウインドウ)

Perform ウインドウは複数のエリアに分割されており、ナビゲーションバーの下にはグローバルセッテイング
バー(Global Settings Bar)があります。 このバーは Perform ウインドウの6 枚の各ページで表示されま
す。 各ページにはグローバルセッティングバーのタブを使用してアクセスします。 任意のページに変更する
には各タブをクリックしてください。
左から最初の 3 ページは Controls、 Assignments、MIDI となっています。 コントロールシグナルの設
定とターゲットパラメーターへの接続はここで行います。 Note ページでは ABSYNTH 5 を演奏する際の
ノートの性質を詳細設定します。 Tuning ページでチューニング設定を行います。 Audio Mod ページで
はエンベロープフォロワーを設定し、オーディオシグナルからコントロールシグナルを生成します。 次の項で
は Perform ウインドウの各ページについてより明確に解説します。
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10.1 グローバル機能(Global Features)
Perform ウインドウの各所は選択したページから独立しており、それらはグローバルセッテイングバー(Global 
Settings Bar)、マスターエンベロープ、オーディオインセクション(Master Envelope、Audio In Section)
となっています。

10.1.1 グローバルセッテイングバー(Global Settings Bar)
グローバルセッティングバー(Global Settings Bar)には以下のグローバルセクションにアクセス可能です。
 • Polyphony control: ここで ABSYNTH 5 が生成するボイス総数を指定します。 この設定は全ての

プリセットに反映します。
 • dB control: 現在のプリセットのアウトプットレベルを dB 単位で設定します。 同じ音量で複数のプリ

セットを使用した場合でも異なるボリュームとなる場合は、ここで音量を調節してください。 設定最大
音量は 24 dB でそれ以下の音量は任意に設定可能です。

 • MIDI Channel menu: ここで ABSYNTH 5 用 MIDI チャンネルを設定します。 1 から16 の MIDI 
チャンネルの一つを指定すると、ABSYNTH は 単一チャンネルからのみのMIDI メッセージを受信し
ます。 Omni を選択すると、ABSYNTH 5 が 全 MIDI メッセージに対応します。

 • Tempo control (BPM):ここでグローバルテンポを設定します。 ここでの設定により、例えば、テンポ
を使用するエフェクトに影響します。

 • Transpose:グローバルピッチを半音単位で調節します。 詳細設定は 1/10 セント単位に及び、半音の
千分の一を意味します。

 • Tuning menu:ここでグローバルチューニングを設定します。 既存のチューニングを使用したり、Tuning 
Page (詳細は10.7 “Tuning ページ”参照)で自身のチューニングを設定することが可能です。

10.1.2 マスターエンベロープ(Master Envelope)
マスターエンベロープ(Master Envelope)は Perform ウインドウの全てのページにあります。 The setting 
of the four Master Envelope Knobs on the Perform ページの4 つのマスターエンベロープノブの設
定は Envelope ウインドウの設定内容と同じになります。これら 2 つのウインドウのどちらかのウインドウ
の一つにノブを設定すると、ここでの変更内容がもう一方にも反映されます。マスターエンベロープの詳細に
関してはセクション8.6、 “マスターエンベロープ(Master Envelope)”を参照してください。
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10.1.3 オーディオイン(Audio In)
Audio In セクションで、ABSYNTH 5 のインプットシグナル音量を設定します。 ここで Threshold コン
トロールを設定することでスレッショルドレベルを調節します。 このスレッショルド値を越えると、ピッチコ
ントロールによるノートの設定が自動的にトリガーされます。 この設定を使用するには、Auto Trigger メ
ニューが Audio となっている必要があります。 Always On を選択している場合は、Pitch コントロールに
よって選択されたノートはそのままとなります。 Off を選択した場合は、両方の機能が作動しなくなります。
この機能は ABSYNTH 5 を Effect として使用している場合に便利です。 8、 “エンベロープウインドウ
(Envelope Window)”、で解説したように、プログラムはオシレータのアンプリチュードエンベロープが起動
している場合に処理を行います。 MIDI エンベロープがアンプリチュードエンベロープを起動しない場合
は、ABSYNTH でインプットシグナルを処理することはできません。 オプション Always On を起動する
とこの問題が解消されます。 Audio にするとエフェクトインプットシグナル処理を調整できるようになり、
エンベロープの開始地点を調節できるようになります。
詳細はセクション 10.8 “Audio Mod ページ”を参照してください。

10.2 ABSYNTH 5 のオートメーション: マクロコントロール

Perform ウインドウのアサインページです。
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マクロコントロール(Macro Controls)で、ABSYNTH 5 内の各パラメーターをコントロールする全シグナル
を管理することが可能となります。 まず異なる種類のコントロールシグナルを紹介します。
 • エンベロープと LFO が ABSYNTH 5 内のモジュレーションソースとなります。 これらのコントロール

シグナルは自動的にサウンドプロダクションとエフェクトセクションのパラメーターをコントロールしま
す。 これらを使用してデスティネーションにモジュレーションソースをアサインすると、コントロールシ
グナルが生成されます。 効果が現れるのは鍵盤を押してから鍵盤を放し、サウンドが鳴り止むまでで
す。

 • 曲全体を演奏している間に他の音声による干渉なく曲全体のサウンドを変更するには、コントロールシ
グナルを外部から ABSYNTH 5 に送信します。 更にプラグインプログラム内のオーディオ MIDI シ
ーケンサーのオートメーションを使用します。 Cubase、 Logic、 Sonar、Digital Performer 等の
プログラム上でオートメーションデータをマウス操作によって録音することが可能です。 グラフィック
画面上でオートメーション設定を行うことも可能です。 オートメーションデータを ABSYNTH 5 に送
り、何小節分、または曲全体のサウンドを変化させることが可能です。 オートメーショントラックはホス
ト内のオートメーションリストを使用して ABSYNTH 5 内のパラメーターにアサインすることが可能で
す。

 • MIDI キーボードを接続して ABSYNTH 5 をリアルタイムコントロールすることも可能です。MIDI で 
ABSYNTH 5 をコントロールする一番簡単な方法はノートオン/オフ情報を使用する方法です。ピッチ
ベンドとモジュレーションホイールも使用でき、ほとんど全ての MIDI キーボードで使用でき ABSYNTH 
5 も完全対応しています。更に多くの MIDI キーボードとコントローラーで MIDI シグナルを送る為の
コントロール部を配置しており、それらはロータリーコントローラー、スライダー、スイッチ等様々です。
この MIDI シグナルの柔軟さを利用してパラメーターを操作し、演奏中のサウンドを変化させます 

これら 3 つのタイプのコントロールシグナルは操作性と柔軟性に長けています。 ABSYNTH 5 でこれらは
マクロコントロールで同等に扱うことができ、各コントロールシグナルを組織的に、柔軟に管理することが可
能です。
往々にして他のソフトウェアインストゥルメントではコントロールシグナルは、パラメーターのリストを用いて
ユーザーインターフェイスの専用部にシグナルソースを正確にアサインして使用する必要があります。アサイ
ンをここまで綿密に行うと MIDI コントロール部のコントローラーは常に同じパラメーターのみに有効とな
り、柔軟性がなくなります。この方法では全プリセットの他のパラメーターにも影響し、変更内容がサウンド
全体に及ぼす場合もあります。
これを理由に、ABSYNTH 5 はマクロコントロールを用いて柔軟に受信コントロールシグナルをパラメータ
ーに伝達します。 各プリセットのアサインを個別に行うことが可能で、これはマクロコントロールの有利な
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点の一つにしか過ぎません。 単一のソースから複数のターゲットをコントロールすることも可能です。 以下
がその使用例です。
ここではローパスフィルターのカットオフとレゾナンスパラメーター、とMIDI キーボードのモジュレーション
ホイールを使用し、高い周波数でレゾナンスは低く、低周波数で低くする用に設定します。 両方のパラメー
ターを同時にコントロールするにはマクロコントロールを設置する必要があり、Patch ウインドウのフィルタ
ーモジュールを起動し、フィルタータイプメニューから LPF -12dB  を選択します。 Frequency コントロ
ールを右クリックします。 するとマクロコントロールのリストが表示されます。 Macro Control 1を選択し
ます。 パラメーターレゾナンスコントロールを前述したように Macro Control 1にアサインします。 そして 
Perform ウインドウに切り替えます。 ここで Controllers タブをクリックし Controllers ページを開きま
す。 ここには 16 個全てのマクロコントロールがあります。 各マクロコントロールは Controllers ページに
あり、コントロールシグナルの現在の値を示すメニューとレベルインジケーター上を表示しています。 Macro 
Control 1 の名称フィールドをクリックし、コンピューターのキーボードで “Filter 1”等の覚えやすい名称に
書き換えます。  Options メニューの General で自動ネーミング機能を起動している場合は、それぞれの
新規マクロコントロール名称は最初にアサインしたパラメーター名称を使用します。
モジュレーションホイールをマクロコントロール “Filter 1”にコントロール情報ソースとしてアサインします。 
これを行うには、マクロコントロールのメニューをクリックしてリストからエントリー MIDI Learn を選択しま
す。 ここでモジュレーションホイールを動かします。 これでコントロールソースをアサインしたこととなり、マ
クロコントロールのステータスバーがモジュレーションホイールを動かすことで変化します。 同時にマクロコ
ントロールをアサインした両方のコントロール値が変化します。
2 つのパラメーターは互いに反対値を指すように設定したいので、フィルターレゾナンスの値変化の方向も帰
る必要があります。 ここからは Assignments ページに切り替えます。 左にはマクロコントロールのリス
トがあります。 マクロコントロール“Filter 1”をクリックしてください。 マクロコントロールのリストの右には
アサインしたマクロコントロール“Filter 1”をアサインした 2 つのパラメーター(Filter A1 Freq /Filter A1 
Res)があります。 ここでは Depth /Lag コントロールの値はまだ変えないでください(次セクション参照)
。 両方のパラメーターの値の変更具合を反対にするにはパラメーター Filter A1 Res の Inversion スイッ
チをクリックします。 ここまででこのパラメーター用の受信コントロールシグナルが反転し、フィルターはイ
ンプットに反応します。Assignments ページの詳細は次のセクションで確認してください。
パラメーターをまとめる方法については Master Envelope のセクションで解説しました(シングルコントロ
ーラーによる複数のパラメーターの操作のことです)。4 つの Master Envelope ノブの一つでいくつかの
ブレイクポイントの位置を変更する方法がそれです。 MIDI によるラーン設定はもう一つの機能で、マクロコ
ントロールと Master Envelope で共通しています。 次のセクションではマクロコントロールの更なる機能
詳細について解説します。
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10.3 Controllers ページ

Controllers ページ

Controllers ページでマクロコントロールとアサインしたパラメーター各を確認できます。 デフォルトでは
通常ポップアップとマクロコントロール 14  と16 用スライダーを備えたフィールドがあります。 残り 2 つの
マクロコントロールはXY コントロールと通じています。 これに関しては後ほど解説します。 デフォルトで
は、アウトプット時のマクロコントロールの名称は番号付けされ、 Macro Control 1等となります。 マクロ
コントロールの名称変更には名称部をクリックしてコンピューターのキーボードで新規名MIDI コントローラ
ーを使用してマクロコントロールをコントロールするにはまず MIDI コントロールソースをアサインする必要
があります。 前述したMIDI ラーン機能を使用してアサインを行ってください。
1. MIDI コントローラーのコントロール部の一つをアサインしたいマクロコントロールのメニューで MIDI 

Learn を選択してください。
2. 任意のコントロール部を動かしてください。

 ➝ コントローラーを動かすと、マクロコントロールのスライダーが値の変更に対応し、このマクロコン
トロールとパラメーターが接続されたことを示します。

縦横軸の動きを扱うジョイスティック、タッチパッド、その他のコントロールソースを用いる場合 XY コントロ
ールと共に 2 つのマクロコントロールを用います。  この四角いフィールドでは 2 軸システム上の 2 つのパ
ラメーター値を表します。 黄色カーソルが現在の位置を示します。 インプットデバイスは、通常 x-軸と y-軸
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の情報を個別に MIDI コントロールチェンジメッセージとして送信します。 パラメーターアサインを伝達す
る場合は、ここで一つの動きで 2 つのパラメーターの値を変更します。 当然、MIDI コントローラーでXY 
コントロールをリアルタイム操作したくない場合もあるでしょうから、こういった場合はオーディオ MIDI シ
ーケンサーのオートメーションを使用します。
2 つのスライダーを XY コントロールに設定する方法は以下です。

 ⒉ マクロコントロールのメニューでエントリー Make into XY を選択します。 これで 2 つのマクロコント
ロールを XY コントロールに割り当てることが可能となります。

この接続を解除して元の2つの独立したスライダーに戻す方法は以下となります。
 ⒉ メニューでエントリー Make into Sliders を選択します。

デフォルト設定では(空のプリセットを開くと Controllers ページに表示されます) マクロコントロール 15  
と16 はすでに XY コントロールに接続され、グローバルパンコントロールに接続され、x-軸で左右位置、y-
軸で前後位置をコントロールします。 Learning via MIDI Learn 機能は通常のマクロコントロールと同様
に機能するので、 XY コントロールのメニューからMIDI Learn を選択してください。
ABSYNTH 5 をオーディオシーケンサー内でプラグインモードで使用する場合は、全てのマクロコントロー
ルはオートメーション情報として有効になります。 オーディオ MIDI シーケンサー内でオートメーションを設
定する方法に関しては使用しているシーケンサーの資料で確認してください。
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10.4 Assignments ページ

Assignments ページ

Assignments ページでマクロコントロールを個別に詳細設定することが可能です。 左側にはマクロコント
ロールのリストがあります。 マクロコントロールを選択すると、パラメーターが以下に表示されます(コントロ
ーラーページと同様です)。
 • MIDI CC# コントロールでは現在アサインしている MIDI Control Change Number (MIDI CC#) 

を表示します。 アサインした MIDI CC の値をダブルクリックして新規番号を入力することも可能で
す。 表示されている値をクリックドラッグして縦方向に動かして変更することも可能です。 MIDI Learn 
を使用して新規 MIDI コントロールチェンジナンバーをアサインすることもでき、設定は Learn ボタン
をクリックしてから MIDI コントローラーのコントロール部を動かすことで行います。

 • Control Value とある横スライダーでは現在のマクロコントロールの値を示します。 コントロールバリ
ュースライダー(Control Value Slider)をマウスでドラッグすることで値を変更します。

Assignments ページの中央にあるアサインテーブルでマクロコントローラーにアサインした各パラメータ
ーの異なる設定を使用することができます。リストでは常にマクロコントロールリストから選択したマクロコ
ントロールにアサインしたパラメーターを表示します。パラメーターを右クリックしてリストにパラメーター
を追加することも可能で、(例、Patch ウインドウのフィルターモジュール内のフィルターカットオフ) その後
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パラメーターをコントロールする為のマクロコントロールをメニューから選択します。マクロコントロールから
パラメーターを取り除くにはメニューで Not assigned を選択します。すると Assignment Table からエ
ントリーが削除されます。

マクロコントローラーにアサインした各パラメーターには以下の設定を使用することが可能です。
 • Depth % コントロール: マクロコントロールによるモジュレーションのデプスをパーセント単位で設定

します。
 • Lag: マクロコントロールによる値の変更に対するパラメーターの反応速度を設定します。
 • Inversion switch (Inv):モジュレーションを反転します。 高いコントロール値が低い値となり、低い値

が高くなります。
 

10.5 MIDI ページ

MIDI ページ



ABSYNTH 5 オペレーション マニュアル – 148

Controllers /Assignments の各ページで、MIDI 使用範囲はコントロールチェンジ情報に関連して制限
されています。 MIDI ページで残りの MIDI パラメーターの設定と MIDI コントロール部へのアサインを行
います。

10.5.1 Pitchbend
このセクションではプリセットがどうピッチベンド(Pitchbend)情報に反応するか設定します。Depth コント
ロールでピッチベンドの音程可変幅を半音単位で設定します。Lag コントロールで ABSYNTH 5 がこのプ
リセットに対してピッチベンド情報を送るまでの速さをミリ秒単位で設定します。

10.5.2 Volume
ここで ABSYNTH 5 がボリュームペダルまたは他の MIDI コントロールソースからの受信ボリュームコント
ロール情報にどう対処するか設定します。
 • CC control: ここで 各コントローラーの番号を入力します。通常の設定では ABSYNTH 5 はコント

ロールチェンジ #7 を使用し、全レベルでの MIDI コントロール仕様に対応します。
 • Pre/Post Toggle: レベルを Master Channel の前後どちらに配置するか切り替えます。
 • Macro Control menu: マクロコントロールのシグナル値によってアウトプットレベルを設定する場合

は、マクロコントロールメニューでマクロコントロール(Macro Control)を選択します。
 • Depth control: レベルに影響する受信コントロール情報の強さを設定します。
 • Lag: ABSYNTH 5 がレベルコントロール用のシグナル値の変化に対応するまでの速さを設定します。

10.5.3 Pan
マクロコントロール(Macro Controls) 15 と 16 (XY コントロールで制御します)はシグナルを左右軸と
上下軸を用いて同時にコントロールすることによってアウトプットシグナルをパノラマポジション内でコント
ロールする為に装備されています。 ジョイスティックやタッチパッドでパノラマポジションをコントロールす
るには、セクション10.3 “Controllers ページ”のラーン機能で設定します。 パノラマのコントロールにはコ
ントロールシグナルの強さ(Depth コントロール) と反応の速さ(Lag コントロール)の設定項目もあります。
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10.5.4 Velocity
ベロシティーテーブル(Velocity Table)のオプションで、任意のパラメーターが入力 MIDI ノートによるベロ
シティー値にどの程度反応するか設定します。  例えば強くノートを演奏することで音色のボリュームだけで
なく、フィルター周波数の値等の音声の性質も変更することが可能となります。
各パラメーターは Depth% コントロールでパーセンテージ設定することが可能で、この設定によるベロシテ
ィー値がパラメーターを値を変更します。 反転スイッチ(Inv) でベロシティー値を反転して鍵盤を静かに弾
くほどパラメーターが強く変化、強く弾くことでその逆の結果が得られます。
更にパラメーターを Velocity Table の Add Parameter メニューからパラメーターを選択してベロシティ
ーテーブルに追加することが可能です。

10.6 Note Page

Note ページです。

Note ページでは演奏ノートによってどの程度パラメーターを変更するか設定します。 変更するパラメーター
とキーボードの各キーの個々の関係を設定することができます。 これにより高音部でフィルターを広げるよ
うに設定することも可能です。 パラメーターの 3 つのグループはノートによって変調します。
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 • Oscil Amp A, B, C: は 3 つの Oscillator Modules の Main Oscillator のボリュームエンベロープ
です。

 • Oscil FM Index/Balance A, B, C: でチャンネルのメインオシレータとモジュレーションオシレータ間
の割合をコントロールします。

 • Filter Freq A, B, C, Master: チャンネル A から C、マスターのフィルターモジュールの各周波数で
す。

10.6.1 ノートによる変調
パラメーターにノート値を参照する変調設定を行うには、まず Note ページの左上の Parameter メニュー
でパラメーターを選択します。 Note ページの真ん中の曲線はその音色全体の変調値の変動を表示してい
ます。 通常の設定では、全ノート値が同じになっています。 画面には水平線があります。 この変調値を調
整するには、この画面上で任意の曲線をマウスで描いてください。 これにより、素早く 全 MIDI ノート値用
変調値を設定することができます。
この設定を更に詳細設定するために各ノートの設定を行うことも可能です。 まず個々の値をアサインしたい
ノートを選択します。 ノート選択には 2 種類の方法があり、一つは Note コントロール内の値を直接変更
する、または MIDI キーボードの鍵盤、またはバーチャルキーボードのキーをクリックすることで選択するこ
とも可能です。 スケール(Scale)コントロールでは選択した MIDI ノートでの選択方法と同様にモジュレーシ
ョン値を直接入力してコントロールすることも可能です。

10.6.2 Glide
Glide 機能は いわゆる Glissando で複数のノートが徐々に変化します。この機能はインストゥルメントのポ
ルタメント機能内で一般的によく知られている機能です。
Glide コントロールで音程変化にかかる時間を調節します。 デフォルト値は 0 で、Glide 機能は起動してい
ない状態となり音声のグリッサンド効果も無い状態となります。 設定値を上げることでグリッサンドの長さ
をミリ秒単位で設定します。
Legato スイッチで各ポルタメント設定を切り替えることが可能です。Glide (Legato スイッチを押していな
い状態)モードでノート変化は滑らかで奏法とは関係ありません。 Legato スイッチを押すと、ノートはレガ
ート奏法によってポルタメント効果が付加されます。 ノートが重なり合うことの無いスタッカート奏法で演
奏すると、ノートの滑らかな変化がおきません。
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10.7 Tuning ページ

Tuning ページです。

Tuning ページで ABSYNTH 5 の調律を詳細にわたって調節することができます。通常のスケールを無視
して個々のキーに音程を割り当てることが可能です。 この設定で独自のチューニングによる演奏が可能とな
ります。 ABSYNTH のユニバーサルライブラリからあらかじめ設定してある各チューニングをロードするこ
とも可能です。

10.7.1 ユーザー設定のチューニングの作成
チューニングを作成するには、新規 Tuning を設定する必要があります。 設定方法は新規ウェーブフォー
ムの作成と似ています。Perform ウインドウの Global Settings Bar の Tuning セレクターを開いてく
ださい。 New Tuning ボタンをクリックすると、新規 User Tuning が作成され、Factory Tuning とは
異なり任意の設定に調律することが可能となります。 画面は自動的に Tuning ページに切り替わります。
Base Key control で新規Tuning 用 ベーシックトーンを設定します。 最後に、Note コントロールでチュ
ーニングするノートを選択します。 ノートの音程は MIDI Note ナンバーの音階設定部(Note コントロール)
での音階の設定、またはヘルツ(Hertz、Frequency コントロール内)または Base Key コントロールのノー
トとの対比による設定を行うことが可能です。 3 つの Value Fields、 Note コントロール、Frequency 
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コントロール(Hz)、Ratio コントロールは相互関係にあり、3 つのコントロールのうちの一つを変更すること
で他の2 つのコントロールも対応して各部で変化します。
ノートを任意のチューニングに設定し終えたら、Universal Libraryの Transform メニューで新規 Tuning 
を保存することが可能です。 保存後も再度チューニング(Tuning)に手を加えることも可能です。

10.7.2 Octave Link
Octave Link ボタンを押して Octave Link オプションを起動すると、ABSYNTH 5 が一つのオクターブ分
のキー同士の音程差を他のオクターブにも伝達します。 これにより、全オクターブごとにチューニングを行う
必要がなくなります。 Octave Link を起動して新しくノートチューニングを行うと、変更内容が全ノートに
反映されます。 全鍵盤を個別にチューニングする場合は、Octave Link をオフにします。
Keys per Octave コントロールで、通常は 12鍵盤(全音、半音を含む)で1オクターブを構成する MIDI キー
の総数を設定します。 Octave Link を起動すると、例えば Keys per Octave コントロール値を 11 にし、
任意のノートのピッチを変更すると、選択しているノートから上下11 ノートにあるノート が変更されます。
例えば典型的な 12 半音ごとのオクターブを用います。 この例では、Keys per Octave コントロール
と Octave Interval コントロールの値は両方とも 12 です。 チューニングを微妙に変えるには、Octave 
Interval を 12.01 等に変更します。
自動的に全音の四分の一の音階を設定するには、Keys per Octave コントロールを 1、Octave Interval 
コントロールを 0.5 にします。 全音の八分の一の設定にするには、Keys per Octave コントロールを 1
、Octave Interval コントロールを 0.25 にします。
オクターブを設定する際、Octave Link と各コントロールは他のパラメーターのみに影響します。Note コン
トロールと、Frequency コントロール、または Ratio コントロールのノートのピッチを変更するまで変化を
確認することはできません。
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10.8 Audio Mod ページ

Audio Mod ページです。

Audio Mod 機能で、オーディオシグナルからモジュレーションシグナルを生成することができます。これは 
Envelope Follower Module と構造が似ており、4 つの各 Audio Signal Analysis Paths は同列で使
用することが可能で、 Audio Mod A から D で伝達するオーディオシグナルのレベルを分析し、その後 
Signal が Modulation Signal としてアウトプットを備えると、分析結果が有効となります。値の変動とシ
ークエンスはエンベロープに対応します。 高いレベルの Audio Signal は Modulation Signal 出力が高
いことを意味します。パラメーターを直接コントロールするために使用する以外に、Audio Mods をエンベ
ロープパスを起動する為のトリガー(Trigger)として使用することも可能です。

10.8.1 Envelope Follower としての Audio Mod
Enveloper Follower 機能は Macro Control と似ています。  MIDI ソース、または Automation トラ
ックよりもシグナルのレベルが出力コントロールシグナルの値の変化を行います。 例えば、Patch ウインド
ウの チャンネル A のウェーブシェイパーモジュール(Waveshaper Module)を起動し、ウェーブシェイプ用
にスクエア波を選択します。 ウェーブシェイパーモジュールの ｄB コントロールを右クリックし、メニューで 
Audio Mod A エントリーを選択します。 dB の値を 12 dB 程度まで上げます。 Perform ウインドウ
で、Audio Mod ページに切り替え、モジュレーションソースメニューで Oscil A をモジュレーションソース
として選択します。 Depth% コントロールで、Modulation Depth を選択し、Modulation Signal を 反
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転スイッチで反転します。 インプットレベルが低い場合は、このシグナル操作によってｄB コントロールシグ
ナルがブーストされます。 逆にこの値を上げるとインプットレベルが大きい場合このブーストが減少します。
実際にはシグナルが圧縮されます。 この下準備で、レベルを感知するウェーブシェイパーによってシグナルを
常にディストーション処理することが可能となります。

10.8.2 トリガーとしてのAudio Mod
Audio Mod ページのTrigger Module が、 Patch ウインドウの自由に選択可能なモジュールのエンベ
ロープの変化過程を起動するきっかけとなります。 この機能を使用してオシレータアンプリチュードエンベ
ロープ(Oscillator Amplitude envelopes)である Oscil A から Cをトリガーすると、トリガーモジュール
(Trigger Module)が ボタンを押すことなく特定の Note-On /Note-Off コマンドを発信します。 さらに 
ABSYNTH 5 の特定のモジュールと関連するエンベロープが再起動し、ABSYNTH 5 と MIDI トリガー
シグナルを際立たせます。
ABSYNTH 5 を エフェクトとした解説するとわかりやすいでしょう。Trigger Module が Threshold dB 
コントロールによるスレッショルドを超えると Note-On コマンドが生成されます。 この場合、Envelope 
スイッチを Pre Rev にし、エンベロープが Effect Input Signal の制御を開始するのをこの時点では控え
させます。 エンベロープとその制御方法の可能性に関しては 8 章の“エンベロープウインドウ(Envelope 
Window)”を参照してください。

10.8.3 パラメーター
Audio Mod ページには以下のコントロール部があります。
 • Audio Mod A through D: 4 つの各 Audio Mods の A から D は同様の機能が備わっています。 

Audio Mod タブをクリックして任意の Audio Mod を選択してください。 Audio Mod に属する設
定内容は Audio Mod ページに表示されます。 マクロコントロールのように、 Audio Mods はメニ
ューからアサイン可能で、Patch ウインドウの Module パラメーターを右クリックすると起動すること
が可能です。 変調に使用するパラメーターの設定は Assignment Table にあり、そこでマクロコント
ロールと同様に使用することが可能です。

 • Audio Mod On/Off switch: このボタンを使用して個々の Audio Mods のオン/オフ切り替えを行い
ます。 Audio Mod を選択し Audio Mod On/Off スイッチをクリックして選択した Audio Mod を
オン/オフします。

 • Modulation Source menu: ここで Audio Mod 用インプットシグナルとなる、 Patch ウインドウ
モジュールのアウトプットシグナルを選択します。
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 • Pre/Post Envelope switch: ここで Audio Signal がアンプリチュードエンベロープの前後どちらで
途絶えるか設定します。

 • Gain dB control: ここで Envelope Follower (dB)に送る前の段階のインプットシグナル量を設定し
ます。

 • Attack control: 音量の上昇に反応してからどのぐらいの速さで Modulation Signal が Envelope 
Follower で生成されるかを設定します。高い設定値で遅い反応となります。

 • Decay control: 音量の減衰に反応してからどのぐらいの速さで Modulation Signal が Envelope 
Follower で生成されるかを設定します。 高い設定値で遅い反応となります。

 • Trigger Module menu: ここで Audio を Envelope Trigger として使用している場合の Trigger 
Signal の到達地点を設定します。 Thresh dB コントロール (以下参照) を用いて設定したスレッショ
ルド値によって Audio Mod のインプットレベルが上昇し、選択した Module のエンベロープを起動し
ます(この機能を使用しない場合は MIDI Note-On メッセージを用います)。 詳細に関しては“10.8.2”
トリガーとしてのAudio Modセクションを参照してください。

 • Thresh dB control: ここでスレッショルド値(dB)を設定します。 このスレッショルドを超えると、Audio 
Mod  がエンベロープを起動します。 インプットシグナル音量がこの値を下回ると、 Audio Mod が 
MIDI Note-Off コマンドを送信します。
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11 ブラウザとアトリビュートウインドウ

11.1 アトリビュートのコンセプトと KORE SOUND
ABSYNTH にはプリセットサウンドの保存、ブラウズ、ロードをより直感的に行うことができる新機能を備え
ています。 この機能により、管理が面倒だった各サウンドバンクを使用した個々のサウンド管理方法から解放
されます。 各サウンドの設定は単一のファイルに保存できるようになり、プロジェクト/プラットフォーム内で
のサウンド管理を容易に行うことが可能となりました。 これらのサウンドファイルは Native Instruments 
のホストアプリケーションである KORE 上で直接ロードすることが可能です。 互換性を発揮する為に、こ
れより ABSYNTH 内で保存する各サウンドは KORE SOUND となります。
これら全ての KORE SOUND ファイルを管理するには、強力なブラウズ方法が必要です。 そのために、
各 KORE SOUND ファイルにはサウンドの属性(アトリビュート)と呼ばれる音楽的な情報を含みます。 
ABSYNTH の Attributes ウインドウには約 170 の異なるアトリビュートのリストを用意しています。
これらのサウンドの性質を示す言葉を組み合わせることで、各シンセサイザーサウンドを音色、演奏形態、ジ
ャンル等で絞り込むことが可能となります。 サウンドの名称やサウンドの作成者情報等を用いるメタインフ
ォメーションを追加することも可能です。
全ての KORE SOUND ファイルは ABSYNTH のユーザー/ファクトリーライブラリフォルダに収納され、
自動的にサウンドのデータベースに追加されます。 ABSYNTH の Browser ウインドウはこのデータベー
ス用インターフェイスです。 ブラウザでアトリビュートを組み合わせ、必要なサウンドを探してください。 例
えば、Bass、 Digital、 Dark、Fat、Monophonic、Techno/Electro の各アトリビュートを選択すると冷
たくて太いデジタルベースサウンドが絞り込まれるはずです。 ディスク内の各地にある異なるバンクファイ
ルの使用は難なく行うことができるようになり、楽曲の内容に見合うサウンドを素早く簡単に見つけること
が可能となります。

! 
KORE 内の SingleSounds と MultiSounds は異なるものです。 ABSYNTH に保存する全ての KORE 
SOUNDS は KORE 内では SingleSounds としてロードされ、ABSYNTH は SingleSounds のみをロード

することが可能となります。 詳細に関しては KORE マニュアルを参照してください。 ABSYNTH 内ではこの違いにつ
いては全く重要ではありません。
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以下のセクションでは ABSYNTH のアトリビュートを使用したサウンドのブラウズとロード方法、アトリビ
ュートを使用したサウンドの保存方法について解説します。 全アトリビュートリストは付録 B に収録してあ
ります。 ブラウザを用いた検索方法に関しては付録 A で解説しています。

11.2 ブラウザによるサウンドの検索とロード方法
Browser ウインドウで ABSYNTH サウンドの検索とロード、管理が可能です。

Browser ウインドウです。

ABSYNTH の Browser ウインドウは 2 つのモードで表示することができ、ウインドウの左上隅の Sounds 
ボタンをクリックして表示を切り替えます。 ボタンを起動していない場合は、File Tree View となります。 
起動すると、 KORE SOUNDS をDatabase View でブラウズ可能となります。 両方の画面は同じ構造と
なっており、左側で表示するサウンドを特定します(File Tree View 内のフォルダ、または Database View 
のアトリビュートセットを表示します)。 右側で Search Result List  から KORE SOUNDS の一つをダ
ブルクリックすることでロードします。 各画面で Programs ボタンを起動すると、プログラムリストが追加
されます。 全ビューには Browser Control Bar が上部に設けられており、Sounds ボタン、Programs 
ボタン、コントロールオプションが備わっています。
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11.2.1 Database ビュー
Database ビューは Sounds ボタンをクリックすることで表示されます。 ここにはアトリビュートテーブルと 
Sound Type スイッチ、Reset ボタンとSearch Field があり、これらは上部の Control Bar にあります。

Attributes リストです。

このアトリビュートリスト内容は検索するサウンドの内容によって異なります。 ほとんどの場合 instrument 
サウンドとなります。 しかしセクション5.4.11、“オーディオインモード(Audio In”、で解説したようにオーデ
ィオシグナルを ABSYNTH にルートさせることで、 ABSYNTH をエフェクトユニットとして使用すること
も可能です。 よってコントロールバー(Control Bar)内の Instruments または Effects ボタンを使用して
Instruments または Effects のどちらを検索するか指定することができます。
アトリビュートは各欄で分類されています。 インストゥルメント用カテゴリは Instrument、Source、 
Timbre、Articulation、Genre です。
 • Instrumentでインストゥルメントの種類(例 Synth、 Bass、Soundscape 等)を指定します。
 • Source でサンプルのソース元(例アコースティック、サンプルループから生成、合成音) を大まかに分類

しています。
 • Timbre はサウンドの音色の性質(例 cold、warm、metallic、dissonant 等) で分類しています。
 • Articulation でサウンドを演奏形態(rhythmic、short、evolving 等)で分類します。
 • Genre ではサウンドを最も得意とする音楽ジャンルで分類します。
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Effects はアトリビュートカテゴリ Type、 Mode、 Characteristic、Application を選択すると表示さ
れます。
 • Type でエフェクトを技術低内容によって分類します。 reverb、distortion、delay 等を選択します。
 • Mode ではエフェクトがどのように適用されるかで分類します(例 in side-chain、LFO、multi-band)
 • Characteristic はエフェクトの性質で分類します(warm、 intense、 metallic、等)。
 • Application ではエフェクト効果に最も適している楽器、または使用に適したエリア別で分類します

（Organ 、Bass、 またはマスタリングやサラウンドサウンド等の使用するエリア)。

これらの各カテゴリには KORE SOUND が備えている音声の各性質を描写したアトリビュートのリストを含
んでいます。 アトリビュートの全詳細は付録 B に記載してあります。 任意のサウンドを特定する為の例は
付録 A に記載してあります。
データベース内でサウンドを検索するには、マウスでアトリビュートをクリックすることで選択/選択解除しま
す。 各アトリビュートを複数選択して検索結果を絞り込みます。 しかしInstrument (instrument サウンド) 
と Type (effect サウンド)カテゴリのアトリビュートはそれぞれ一つのみしか選択することができません。 
Reset ボタンで現在選択しているアトリビュートを解除します。 各アトリビュートを追加していくことで右に
表示される KORE SOUNDS の総数が減っていきます。 アトリビュートの条件に合う KORE SOUNDS 
は Search Result List に表示されます。
データベースは使用しているハードドライブの各ライブラリフォルダ (とそのサブフォルダ)です。 これらのフ
ォルダはまだ 新規 KORE SOUND としてチェックしていないため、ABSYNTH を起動する度に起動時間
が非常に長くなります。 ですから、KORE SOUND ファイルを手動でオペレーションシステムを使用してラ
イブラリフォルダに追加しても、 ABSYNTH はこれらのファイルはライブラリフォルダを再スキャンするま
でデータベース検索対象として認識することはありません。 Options ダイアログでデータベースの再構築
を行うことができるので、セクション3.4、 “オプションダイアログ(Options Dialog)”を参照して実行してく
ださい。 データベースはスキャンをバックグラウンドで処理するので、ABSYNTH 5 を通常通りに使用す
ることが可能です。

サーチフィールド(Search Field)
アトリビュートの使用によるデータベースのブラウズの代わりに、サーチフィールドにキーワードを入力してサ
ウンドを検索することも可能です。

Search Field です。
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キーワードを入力すると、ブラウザが自動的に全ての KORE SOUND のファイル名称、アトリビュートとメ
タインフォメーションを検索します。 この機能を使用してキーワードを含む全てのサウンド名称、作成者名
またはコマンドフィールドにこの言葉を含むサウンドを検索します。

% サーチフィールドを用いて ABSYNTH 5 ライブラリの新規サウンドのみを表示するのは簡単です。 メタイ
ンフォメーションのバンクネーム(Bankname)フィールドに“Absynth5 Factory Content”と記載してあるの

で、“absynth5” とサーチフィールドに入力することで、 ABSYNTH 5 から採用された新規サウンドをサーチリザルト
リストに表示させることができます。

サーチリザルトリスト
キーワード検索、またはアトリビュート検索により、検索内容に見合う KORE SOUNDS はサーチリザルト
リスト(Search Result List)に表示されます。

サーチリザルトリスト(Search Result List)です。

リストでは、各列に一つの KORE SOUND を表示します。 KORE SOUND の情報は各欄に表示されま
す。 リストの表示順は上のヘッダをクリックすることで変更可能です。
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 • Search Result List をアルファベット順に並び替えるには、欄のヘッダをクリックします。 もう一度ク
リックすると順番が反転します。この機能は例えばレートの高いベース KORE SOUNDS を検索する
といった場合に便利です。 データベースビューの Instrument 欄の Bass アトリビュートを選択し、サ
ーとリザルトリストの Rating 欄のヘッダをクリックすることでレートによる評価の高い KORE 
SOUNDS がリストの上位部に表示されます。

 • 右クリック(Mac OS X では [Ctrl]+クリック) で欄で表示する項目のメニューを表示します。 すでに表
示してある項目の表示(例 Name)を取り消す場合はここをクリックします。 逆にまだ表示していない項
目をクリックすると、項目欄に新しく表示されます。

ABSYNTH に KORE SOUND をロードする方法は簡単で、サーチリザルトリストの任意のエントリをダブ
ルクリックするのみです。
Navigation Bar からサーチリザルトリストのエントリをロードすることも可能です。 詳細はセクション4.2.2、 
“サウンドネームディスプレイとサウンドメニュー(Sound Name Display and Sound Menu)”、と 4.2.3、 
“前後サウンドボタン(Previous/Next Sound Buttons)”を参照してください。
このサーチリザルトリストは、 Mutator 用にサウンド特性を付加する為のサウンドの格納庫としても使用
します。 (セクション11.3、 “Mutator”参照)。

11.2.2 ファイルツリービュー(File Tree View)
マウスをクリックして Sounds ボタンの起動を解除すると、File Tree View が表示されます。 この画面で 
Control Bar のいくつかの機能が表示されなくなります。アトリビュート欄を表示していた場所に一般的な
ファイルツリーが表示され、コンピュータ上の全ドライブとファイルを表示します。File Tree View のレイア
ウトはウインドウ同士の境界線をドラッグすることで変更することが可能です 
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File Tree 画面のブラウザです。

File Tree View は非常に単純で、オペレーションシステム内のファイルを扱う方法と同じです。　ファイル
を選択するにはその名称部分をクリックします。 各ファイルに含まれる KORE SOUND ファイルは即座に 
Search Result List 上で表示されます。 フォルダがサブフォルダを含む場合は、フォルダ名称の前にある
フォルダアイコンをクリックすることで展開します。 このフォルダアイコンを再度クリックすることでサブフ
ォルダのリストが閉じます。
全てのフォルダを閉じると、3 つのメインエントリがあります。
 • 一番上には Explorer エントリです。 ここではオペレーティングシステムのサブレベルのフォルダース

トラクチャーを含んでいます。 これはライブラリフォルダに含まれていない KORE SOUND ファイル
を開く場合に便利です。

 • 真ん中は My Favorites です。 KORE SOUNDS 自体は含んでおらず、コンピューター上の KORE 
SOUND ファイル各へのリンクを含みます。

 • 最後は My Sounds で、ハードドライブ上のユーザーフォルダーへのリンクを含んでいます。 ディレクト
リのサブフォルダストラクチャーを反映しており、操作方法は Explorer エントリでの操作と似ていま
す。 My Sounds エントリにはこれまでに ABSYNTH で保存したセッション全てのオリジナルサウン
ドを含んでいます。
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File Tree View 内ではデータベース内容の矛盾が生じるので、 KORE SOUNDS の削除、名称変更、コピ
ー、移動はできません。 KORE SOUND を削除、名称変更する場合は、他のファイルと同様にオペレーショ
ンシステム内で行ってください。サウンドは ABSYNTH の保存フォルダにあります。 ABSYNTH はサウン
ド保存先として次の場所を使用します。
 • Windows Vista/XP では “My Documents/Native Instruments/Shared Content/Sounds/

Absynth 5” を使用します。
 • Mac OS X では “[User]/Documents/Native Instruments/Shared Content/Sounds/Absynth 

5” を使用します。

これらはデフォルトユーザーフォルダ場所です。 Options ダイアログの Database タブ内で更に保存場所
を追加可能です。 データベースの再構成もここで行います。 再構成はデータベースに KORE SOUND 変
更内容(削除、名称変更内容)を認識させる為に必要な作業です。
My Favorites は常時使用する KORE SOUNDS に素早くアクセスするための機能です。 Search Result 
List を右クリックしてメニューで Add to My Favorites を選択すると KORE SOUND を追加することが
可能です。 Search Result List から My Favorites フォルダ、またはそのサブフォルダにドラッグするこ
とも可能です。 My Favorites エントリを右クリックしてメニューの New Favorite Folder を選択するこ
とで My Favorites フォルダ内でサブフォルダを作成し、気に入ったサウンドを階層的に分類することもで
きます。 メニューを使用の Empty Favorites でフォルダを削除することも可能です。
フォルダ内の KORE SOUNDS のブラウズは前後ボタン(Previous/Next)を使用して行うことができます。

11.2.3 プログラム
Browser Control Bar には Programs ボタンがあります。 ここをクリックして Database View (File 
Tree View は小さく表示された状態となります) を削除し、現在のSearch Result Listの横に次のリス
トを表示します。 Search Result List からこのリストに KORE SOUND をドラッグすることも可能で
す。 KORE SOUNDS をリスト内で上下にドラッグすることでリスト順を変更することも可能です。 KORE 
SOUND をすでに埋まっているリストの位置にドラッグすると、エントリーとそれ以下のエントリーが全て一
段下に移動します。
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プログラムリストです。

On ボタン(Programs の隣に表示されます) を押すと、この KORE SOUNDS のリストがプリセットのデフ
ォルトリストとなり、これらのプリセットを MIDI Program Change メッセージ、またはシーケンサーのホス
トオートメーションで選択可能となります。

Cubase 用プリセットとしての KORE SOUNDS です。

プログラムリストは同時に複数起動することはできません。 しかしリストをファイルにエクスポートしてもう
一つのリストを作成することは可能です。 全てのエクスポートしたリストは今後の使用の為に再度インポート
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可能です。 これらのプログラムリストは実際の KORE SOUNDS にリンクしており、その性質は Favorites 
と同等です。 リスト上の KORE SOUNDS を紛失、または名称変更した場合は、プログラムリストで呼び出
すことができなくなります。

11.3 Mutator

Mutator です。

Mutator(ミューテーター)では Sound Mutations(サウンドミューテーション)をコントロールする為の全
パラメータを備えています。
Mutator は ABSYNTH 5 から採用している斬新な新規機能です。 この機能で現在選択しているサウン
ドの一部を選択し、気に入っている他のサウンドの類似した部分に変異させることが可能です。 これらの“他
のサウンド”は Search Result List に表示されたサウンドの事を指します。 任意のアトリビュートを選択し
て Search Result List を絞り込みます。
Mutator では以下のことが可能です。
 • 変異する範囲を設定し、ランダム値を追加します。
 • この設定は何回でも実行可能です。
 • Finetuning コントロールを介して新規生成されたサウンドの性質を即座に調節することが可能です。
 • Mutation History (変異履歴)によるミューテーションの取り消し、やり直し機能。



ABSYNTH 5 オペレーション マニュアル – 166

11.3.1 基本操作

Mutator の基本操作部です。

Mutation セクションの上部真ん中には大きなスライダーと 2 つの大きなボタンがあります。
 • Mutation Amount slider: で Sound Mutation の適用範囲を設定します。 言い換えると、この値

が現在のサウンドと次のサウンドミューテーションの間隔となります。 スライダーを右に動かすほ
ど、Sound Mutation と元のサウンドとの間隔が離れ、間隔が近くなると Search Result List のサ
ウンドに近くなります。

 • Randomization Amount slider: Sound Mutation によってパラメーターに影響するランダム値の
量を設定します。 Randomization Amount を右に動かすほど、変異するサウンドのパラメータが増
え、元のサウンドと Search Result List にあるサウンドとの中間地点としてのサウンドの性質から変
異します。

 • Mutate button: Sound Mutation を適用します。 変異率が計算されると、Sound Mutation が自
動的に起動し、元のサウンドから変異します。 Sound Mutation はもとのサウンドに “M” が付いた
状態となり、ミューテーション段階を示す番号も追加されます。 例、M1 が最初の変異、M2  がその次
といった具合です。

 • Retry button: 直前に行った Sound Mutation をキャンセルし、ひとつ前の段階の Sound/Mutation 
に戻します。 この後行う Sound Mutation は元に戻った状態の名称を使用します。 ミューテーショ
ン処理をまだ行っていない場合は、Retry ボタンが起動していない状態となります(灰色表示となりま
す)。

 



ABSYNTH 5 オペレーション マニュアル – 167

11.3.2 Mini-Patch view

Mini-Patch view (ミニパッチビュー)です。

Mutation セクションの左の Mini-Patch ビューでは、 Patch ウインドウにある全てのモジュールを含ん
だ現在のパッチを表示します。
Mini-Patch ビューでミューテーション処理に含むコンポーネントを選択します。

各モジュール
Mini-Patch ビューの各モジュールには 3 つの状態があります。
 • 点灯していない: モジュールが Patch ウインドウ内で起動していない状態です。 この場合ミューテー

ション処理過程に含むことはできません。
 • 枠がハイライト表示された状態: モジュールは Patch ウインドウ内では起動していますが、ミューテー

ション処全体がハイライト表示されている状態: モジュールが Patch ウインドウ内で起動しており、ミ
ューテーション処理用に使用している状態です。

起動しているモジュール(点灯していないモジュール以外) はその内容が表示されるので見分けがすぐに付き
ます。
 • 上部には 3 つのオシレータが A、B 、C  のチャンネル名で表示してあります。
 • その下には各チャンネルの Filters、 Modulators 、Waveshapers がチャンネルの下に表示、 1 ま

たは 2  と番号が付きます。
 • その下は Master Channel で最初の 2 つのモジュールは M1、 M2 (“M”はマスターを意味します)

と表示され、その後が FX モジュールとなります。

これらのモジュール部をクリックしてミューテーション処理に含む/除外するかを選択します。
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エンベロープと LFO ボタン
パッチの右にある Envelope と LFO ボタンで Sound の Envelopes と LFO をミューテーション処理
に含めるか選択します。
これらをクリックしてミューテーション処理に含む/除外するかを選択します。

11.3.3 Mutation History

Mutation History (ミューテーションヒストリー)です。

Mutation セクションの右部分にある Mutation History では ABSYNTH 5 を立ち上げてから Sound 
Mutations 使用した分の履歴を表示します。 ここには以下のコントロール部があります。
 • 真ん中では最後に行った Sound Mutation の名称を表示します。
 • 前後ミューテーションボタン(Previous/Next Mutation buttons)でミューテーション履歴(Mutation 

History)内を移動します。 これらのボタンをクリックすることで ABSYNTH 5 の前後 Sound 
Mutation 内容をロードします。 Sound Mutation の最前列、最後尾に到達すると、各ボタンが灰色
表示となります。

 • Mutation History セクションのどこかをクリックすると、以下で解説する Mutation History ダイア
ログを表示します。



ABSYNTH 5 オペレーション マニュアル – 169

Mutation History Dialog

Mutation History Dialog(ミューテーション履歴ダイアログ)です。

ミューテーション履歴ダイアログのメイン部分は全 Sound Mutations のリストとなります。 いずれかを
クリックすると、ABSYNTH 5 にミューテーションサウンドをロードするのでサウンド同士を比較すること
が可能です。
ダイアログの上部には、以下の内容があります。
 • Save As button: 選択した Sound Mutation をライブラリの Sound として保存することができま

す。 表示されるダイアログで、保存するサウンドの名称と保存場所を指定し、“Save” をクリックして保
存します。

 • Clear History button: Mutation History から全ての Sound Mutations を削除します。 警告メ
ッセージが表示されるので、本当に削除していいか確認後削除を実行してください。

 • Sound Mutation Name display: 現在リスト内で選択している Sound Mutation を表示します。

ダイアログの下の部分には“OK” と“Cancel”があり、選択した Mutation を ABSYNTH 5 にロード、また
はキャンセルするか選択します。
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11.3.4 Finetuning コントロール

Mutation Finetuning コントロールです。

各サウンドの 8 個の特性に素早くアクセスできるファインチューニングコントロールです。 これらのコント
ロール部でミューテーションまたは ABSYNTH 5 ライブラリからロードしたサウンドを簡単に設定変更す
ることが可能です。
現在パッチ内で有効なパラメーターのみが起動します。 起動していない部分は点灯しません。

!
これらのファインチューニングコントロールはサウンドのブラウズ中、またはミューテーション中に使用するため
の簡易コントロールです。 これらはライブ使用を目的に設計されておらず、オートメーション、モジュレート、MIDI 

によるコントロールに対応していません。

11.3.5 GUI の他の部分でのミューテーションコントロール
Sound Mutations は ABSYNTH 5 のグラフィカルインターフェイス内の他の部分でも使用可能で、他の
ウインドウが開いていても使用することが可能です。
 • Mutate、Retry 各ボタンは Navigation Bar の下の段にあります。

 
 • ロードしたサウンドの右下の Navigation Bar の Sound メニューの上部のサブメニューとし

て Mutation History 機能も配備されているので、各ウインドウから確認することが可能です。
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 • Mutation、Retry の各コマンドは Patch ウインドウの各モジュールの Edit メニュー にも備わってい

るので、各モジュールを mutate/retry させることが可能です。
 

 
クイックスタートガイド(正式名、Getting Started ガイド)では Quick Start としてMutator の各機能に
ついて詳細を解説しています。
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11.4 アトリビュートの設定と KORE SOUNDS の保存
ブラウザの Database View (上記セクション参照)内でのサウンド検索方法について把握している方にとっ
ては、以下の解説は簡単に理解することができるはずです。

Effect モードのブラウザです。

ナビゲーションバーの Attributes ボタンをクリックして Attributes ウインドウにアクセスします。 レイア
ウトはブラウザの Database View に似ていますが ブラウザウインドウから KORE SOUNDS をロード
するのに対して、 Attributes ウインドウではこれらを保存します。 よって Search Result List は必要な
いので代わりに Meta Information を設けてあります。
Meta Information には保存するサウンドの情報を入力する為の各テキストフィールドがあります。
 • Author: KORE SOUND の作成者名です。 自身の KORE SOUNDS の場合はご自分の使命を入力

してください。 このフィールドは Options ダイアログでデフォルト作成者名を入力した場合は自動的
にその名前が入力されます。

 • Company: KORE SOUND に対象となる配給元がある場合は、ここにその名称を入力します。
 • Bankname: サウンドを生成するバンク名を入力します。
 • Color: KORE SOUND を色で分類します。 サウンドが KORE にロードされるとこの情報が使用さ

れます。
 • Rating: サウンドのレーティング評価をアサインします。
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 • Comment:このフィールドは備考欄ですので自由に活用してください。 この KORE SOUND に対して
使用する設定内容等を記入しておきます。 例、“MIDI modulation wheel controls master cutoff”
等。

 • Number of Inputs: オシレータに使用するインプットの数を指定します(セクション5.4 “オシレータモ
ジュール(Oscillator Module)”参照)

 • Number of Outputs: Output Setup のアウトプット数を指定します(セクション 5.4 “オシレータモ
ジュール(Oscillator Module)”)。

Meta Information の形式は各 NI ソフトウェア(MASSIVE、 ABSYNTH 5、FM8 、KORE 2)で共通
しています。 例外的にいくつかの値はこれらの製品では表示されない場合もあります。 例えば Color は 
ABSYNTH 5 では重要ではありません。
ブラウザのサーチフィールドで Meta Information を使用した検索が可能です。 例えば Comment 欄に
サウンドを使用するプロジェクト名を記入しておき、その名称で検索することが可能です。 データベースを使
用することでサウンドを今後の使用の際に簡単に検索することができ、 特定のプロジェクト用に全サウンド
を使用する場合は、Search Field でプロジェクト名称を入力して検索することが可能です。
保存したサウンドは全てデータベースに自動的に記録されます。 これによりブラウズが便利になり、KORE 
SOUND ファイルが実際にどこにあるか考える必要が無いので、新規 KORE SOUND を保存する際には
適切なアトリビュートを設定してから保存すると良いでしょう。 この設定を行わないと、データベースを用
いてサウンドを検索しにくくなります。 付録 A と付録 B を参照して全アトリビュートの解説とその例を確
認してください。
Meta Information とサウンドのアトリビュートを設定した後、ナビゲーションバーの Save ボタンをクリッ
クして内容を保存します。 このボタンをクリックすると、新規 KORE SOUND ファイルの名称と保存場所
を指定する Save As ダイアログが表示されます。 一度保存を行ったサウンドを保存すると、名称を変更
しない限り、内容が上書き保存されます。その場合 ABSYNTH は上書き保存の確認メッセージを表示しま
す。 デフォルトでは、ダイアログボックスがサウンドをユーザーフォルダ、またはそのサブフォルダに保存する
よう促します。 ユーザーフォルダはインストール時に設置されており、場所は“My Documents/Absynth 
5/My Sounds” (Windows)または、 “[User]/Documents/Absynth 5/My Sounds” (Mac OS X)で
す。 このフォルダにはブラウザのファイルツリービュー(File Tree View)で、My Sounds エントリを選択し
てアクセスします。 上記で説明したように、オペレーションシステムを使用してフォルダ内で各ファイルの削
除や名称変更が可能です。



ABSYNTH 5 オペレーション マニュアル – 174

12 追加機能

12.1 バーチャルキーボード(Virtual Keyboard)

ABSYNTH バーチャルキーボード(Virtual Keyboard)です。

ABSYNTH 5 の各ウインドウの下には、バーチャルキーボードがあります。 このバーチャルキーボードは 
MIDI キーボードが無い場合にサウンドを確認するのに便利です。 マウスでノートをクリックするとそのサ
ウンドを発音します。 マウスを放すまでそのサウンドを発音し続けます。 バーチャルキーボードを表示/非
表示するには、Navigation Bar の上の Keyboard ボタン をクリックします。

キーボードボタンです。

Virtual Keyboard を表示している状態で真ん中の矢印をクリックするとキーボードが非表示の状態とな
ります。

12.1.1 Hold スイッチ
キーボードの左にある Hold スイッチ を起動すると、各ノートが次のノートをクリック、または同じノートをク
リックするまで(または Hold スイッチを解除するまで)発音を続けます。これでサウンドを確認する為にマウ
スをクリックし続ける必要がなくなります。
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12.1.2 Sustain スイッチ
その上にはペダルのシンボルが付いた Sustain スイッチがあり、キーを放してからノートが鳴り止むまでの時
間がよりが自然になります(ピアノのペダルと同等です)。 これでマウスを順にクリックしてコード演奏すること
が可能となります。 Sustain スイッチは受信 MIDI ノートにも作用するので、実際の MIDI キーボードから 
ABSYNTH 5 のサウンドを演奏する場合もこの Sustain  スイッチを使用することができます。 Sustain 
スイッチのリモートコントロールはサステインペダル用の MIDI CC #64 を使用することで可能です。

12.2 オーディオレコーダー

オーディオレコーダーです。

オーディオレコーダー(Audio Recorder) は、 ABSYNTH 5 のサウンドをホストにプラグインとして立ち
上げることなくハードディスクに保存する場合に便利なツールです。 異なるレイヤーを重ね録りすることも可
能で、これも単一のファイルとして保存可能です。
オーディオレコーダーは Effect タブと CPU メーターの間にある Navigation Bar の Record ボタンを
押して起動します。

ボタンをクリックすると Audio Recorder が表示されます。 録音中も ABSYNTH 5 の他の部分にアク
セス可能で、サウンドを変更することが可能です。

! Audio Recorder ウインドウは ABSYNTH 5 をプラグインとして使用している場合に起動することはできませ
ん。 この場合、ホストを用いてサウンドを録音してください。
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12.2.1 操作方法
録音の主な操作はウインドウの最上段の Stop、 Start/Pause、Record ボタン各を使用します。
ABSYNTH 5 のサウンドを録音するには、ウインドウ上段の赤い Record ボタンを押す必要があります。 ボ
タンが Start/Pause  ボタンと共に点滅し、Audio Recorder による録音準備が完了したことを示します。
録音を開始するには 2 通りの方法があります。

 ⒉ Start/Pause ボタンを押す。
または

 ⒉ Wait for note スイッチを起動する方法: 最初のノートを演奏すると自動的に録音が開始されます(MIDI 
キーボード、バーチャルキーボード、コンピューターのキーボードを使用します)。

録音の停止方法も 2 通りあります。
 ⒉ Stop ボタンをクリック。

または
 ⒉ Fixed Length スイッチを起動していて、設定した録音時間となった瞬間に自動的に録音が停止します。 

この設定値はテンポによるビート数を用います。 この方法でループを作成しておき、ABSYNTH 5 の
サンプル使用モード等(またはサンプラー等)で使用することが可能となります。

録音している間 、ステータスバー(Status Bar)が録音状況を表示します。

12.2.2 オーバーダブ
録音したあと、Overdub スイッチで音声の上に重ね撮りすることが可能となります。この機能を起動すると、
新規録音シグナルが元の録音素材にミックスされます。
ミックスをコントロールするには、Overdub スイッチを起動すると表示される 2 つのスライダーで個別にシ
グナルレベルを調節することができます。
 • Synth スライダーで新規録音する音声のレベルをコントロールします。
 • Tape スライダーで元の録音素材のレベルをコントロールします。

この重ね撮りは何度でも行うことができ、Synth と Tape でミックスしたシグナルは次に重ね撮りするとき
に Tape シグナルとして用いられるので、再度演奏内容と共にミックスすることが可能となります。
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! この内容はマルチトラック処理とは関係ありません。 通常設定で両方のシグナルは 6 dB 減衰するので音声に
ひずみが生じることはありません。 更に 3 番目のレイヤーを重ねる場合、最初に録音した内容がもう一度減衰

します。 重ね撮りを複数回行う場合は録音順序を計画しておくと良いでしょう。

12.2.3 オプション
更にいくつかのオプションがあります。
 • Stereo スイッチ: 起動しておくと 2 チャンネルで録音され、そうでない場合は音声がモノの状態で録

音されます。ステレオとモノシグナルを重ね撮りすることはできません。
 • Options ボタン:下の Option ボタンをクリックすると、Options ダイアログが表示されます。 このダ

イアログで Undo機能 (以下参照) を有効/無効の状態にし、最大録音時間を設定します(1、 2、 3、 
5 、 7 分)。

12.2.4 録音が終わったら・・・
最下段の最初の 3 つのボタンでレコーディング内容の設定を行います。
 • Undo ボタンで録音した内容から最後に録音した内容を削除します。
 • Save ボタンでハードディスクのファイルに録音物を保存する為のダイアログを表示します。 録音物の

名称とファイル保存場所を指定してください。 録音ファイル形式は WAV たは AIFF ファイルのどちら
かを選択できます。 最後に、“Save”ボタンを押してファイルを保存します。

 • Clear ボタンで録音全内容を保存せずに削除します。
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13 付録 A – アトリビュートの使用方法
この章ではサウンドブラウザだサウンドとエフェクトを検索する方法例をいくつか取り上げます。 アトリビュ
ート(Attributes)の意味と定義、更にその構造についても解説します。 特定のサウンドまたはエフェクトを効
率よく検索する方法について解説し、自分で作成したサウンド、またはエフェクトへのアトリビュートの設定方
法も解説します。 全アトリビュートの詳細に関しては付録 B を参照してください。
インストゥルメントとエフェクトの検索方法は同じです。 以下の解説はインストゥルメントの検索を例に挙げ
ています。
まず Browser ウインドウに切り替えて Sounds ボタンをクリックして Database View を起動します。 
その後ブラウザ上部の Instruments ボタンをクリックします。

ブラウザは 5 つの欄に別れています。 検索は左端から始め、右に進んで検索内容を絞り込んでいきます。 
いくつかの欄は内部で分割されているので、左から右/上部から下部へと選択することになります。
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13.1 Instrument 欄
Instrument 欄は検索の起点となり、サウンドの基本的内容を楽器ごとで分類しています。

ABSYNTH はシンセですので、サウンドを検索に使用したアトリビュートは Synth  を用いる場合が多いで
しょう。 アコースティック楽器名称がアトリビュートに多く含まれている理由は後でわかるでしょう。
これまでアコースティック楽器を再現する為に多くの時間が費やされてきました。 アナログシンセでシンセ
ブラスや木管楽器、弦楽器を模倣することはサウンドデザイナーにとっては馴染み深く、Mellow Strings ま
たは Fat Brass 等のサウンド名称は、シンセで再現したサウンドとしては比較的頻出する名称です。
逆に明らかに音声が本物のアコースティック楽器を元に作成したシンセサウンドなのに、本物の楽器の音声と
は異なるサウンドもあります。 例えば、ABSYNTH KORE SOUND の内の、アコースティックフルート音声
を使用したグラニューラーシンセサウンド等がそれにあたります。 こういったサウンドはデジタルなシンセ処
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理によって生成可能なサウンドですが、元の音源はアコースティック楽器を用いています。 この場合、この
欄でFlute  を選択するとこのようなサウンドが検索されます。
もちろんアコースティック楽器とは関係ないサウンドも多くあリ、そういったサウンドは Synth、 
Soundscapes、 Sound Effects 、Other のカテゴリーに分類してあります。 またPad や Lead 音が 
Instruments アトリビュート内にない場合でも心配ありません。 これらは Articulation 欄にあり、String 
や Synth Pads とは区別してあります。

! 一つのサウンドがアトリビュートとして含むことが出来るインストゥルメント名称は一つのみです。 例えば、ドラ
ムとベースのループの両方を含んだサウンドを探す場合は Multitrack を選択します。 ピアノサウンドにストリ

ング音声が重なっているサウンドを検索する場合は、Piano/Keys を選択してSource 欄で Layered  を選択します。
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13.2 Source 欄
Source 欄には以下の機能があります。
 • ここで最初の欄で選択した内容を更に絞り込みます。
 • サウンドに使用されているサウンド生成方式に関する情報も含みます。
 • 元となるサウンドの情報も含んでいます。

この欄は 7 つの小さなグループに分割されており、各項目にそれぞれ用途があります。 まずこのリストに
ついて上から解説します。
 • Acoustic – Electric – Analog – Digital: これら 4 種のアトリビュートで楽器のソースを選択します。 

例えば Instrument 欄で Bass を選択したとすると、ここで Acoustic ベース (例、アップライトベー
ス)、Electric ベース(例、ピックドロックベース)、Analog Bass (例、典型的な減算方式のシンセベース
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サウンド)、Digital ベース (例、FM ベースサウンド)へと絞り込みます。 もちろん、最初の欄での選択
内容によってはこれらのアトリビュートが合わない場合もあります。 例えば、Flute を選択した場
合、Acoustic、 Analog、Digital が選択可能となります。 全てのサウンドはこの 4 つのアトリビュー
トの一つに当てはまります。

 • Synthetic – Sample-based: このアトリビュートはサウンドを合成音声方式、サンプルを使用したサ
ウンド生成方式のどちらかで区別します。 全てのパラメーターがサウンドを構成していない場
合、Synthetic を選択すると多くのオプションが含まれます。 サウンドが Sample-based の場合、元
となるサウンドを変更することは殆どの場合できませんが、サウンドの CPU 負荷が軽くなります。 デ
ータベースに本物のアコースティック楽器を追加する場合は、このアトリビュートを指定すると良いでし
ょう。 Synthetic もサンプルを使用するパッチを表示しますが、この場合は処理量が大きいのでサン
プルをオシレータとして認知します(ABSYNTH のサンプルとグラニュラーモードは対象となる良い例で
す)。 サウンドは常に Synthetic または Sample-based のどちらか一つに当てはまります。

 • FM – Additive – Granular – Physical Model: これら 4 つのアトリビュートはサウンドを音質の面、
各サウンド生成技術によって区別しています。 FM のようなアトリビュートにはフリークエンシーモジュ
レーションを用いていない場合でも、明らかに FM 音声のように聞こえる場合はこのカテゴリ内に分類
しています。 ここでは典型的な FM ベースサウンドを検索するとしましょう。 このサウンドは実際にフ
リークエンシーモジュレーションを使用して生成されているか、またはサンプルを用いています。 もし
本物の FM 方式によるサウンドを使用する場合は Synthetic をチェックすることで、それ以降選択対
象となるサウンドは実際にこの方式を用いた FM Bass となります。

次の 6 つのアトリビュートは各ペアとなっており、サウンドのソースを特定します。 
 • Solo/Single – Ensemble/Kit
 • Small – Big
 • Dry – Processed

これらはそれぞれ反対語の組み合わせで、(例、サウンドは同時に加工していないサウンド、加工してあるサウ
ンドになることはできません)。 付録 B を参照してそれぞれの定義を確認してください。
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13.3 Timbre 欄
Timbre 欄で KORE SOUND の音色を特定します。 殆どがアトリビュートの組み合わせです。

このコラムのアトリビュートが Instrument と Source 欄で選択したアトリビュートと関連することを把握
しておくと良いでしょう(左から右に向かって選択するのはこのためです)。
例えばベースインストゥルメントは低音成分を多く含むのは当然なので、Low を選択する必要はありません。 
しかしサブベース等を選択する場合はこのアトリビュートを選択すると良いでしょう。 Warm またはExotic 
は非常に主観的なアトリビュートです。 このようなアトリビュートとインストゥルメントとの関係を頭に入れ
ておくことは非常に重要です。
付録 B を参照してそれぞれの定義を確認してください。
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13.4 Articulation 欄
Articulation 欄は主に 2 つの目的があり、時間によってサウンドがどのように変化するか、またサウンドの
使用方法に関連した情報を提供します。

以前のバージョンの ABSYNTH では、“Slow Strings”、 “Dream Pad (+rls)”、“Monsta Synth (lead)”
、といったプリセット名称を使用して作業する必要がありました。 しかしプリセット名称はサウンドを把握
する為に最良ではありませんでした。 Articulation  欄でサウンドの性質とその使用方法を完璧に指定す
ることができます。
ライブ環境では特に、サウンドの用途を把握しておくことは非常に重要で、例えば使用するサウンドが Chord  
と分類されており、一つの鍵盤でコード演奏するのに、そういったサウンドだということを知らないままをソロ
等で使用してしまっては演奏内容に支障が生じます。



ABSYNTH 5 オペレーション マニュアル – 185

13.5 Genre 欄
Genre 欄ではサウンドを音楽ジャンルで分類しています。

このアトリビュートのセットは KORE SOUND の選択過程の最終項目で、サウンドの最も主観的な描写を
含んだ内容となっています。
もちろんここでのサウンドの定義は一般的な解釈に基づいており、ここでの設定により異なるジャンルへの使
用を妨げるものではありません。 ここでは各サウンドの使用起源となるジャンルによって分類しています。 
例えばハープシコードのサウンドは17世紀から18世紀に用いられ始めているのでこのサウンドのカテゴリは
Orchestral/Classical となります。
付録 B を参照してそれぞれの定義を確認してください。
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13.6 参考例
このセクションでは典型的な検索例を紹介します。 各例では基本的な使用例を挙げることが目的なので、
選択するアトリビュートは最小限に留めておきます。 検索内容はこれよりの絞り込むことが可能です。
 • Analog Kick Drum: この検索では Solo/Single を選択してキックドラムを検索します。 Synthetic 

を選択するので、このサウンド全体を変更することも可能です。 Genre 欄を使用して更に内容を絞り
込んでください。
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 • “Harsh” electronic drum kit: これで Ensemble/Kit が選択され、ドラムキットが表示されます。

 

 
 
 
 
 
 
 
 • FM Bass: この設定は典型的な FM ベースサウンド検索用です。Synthetic の代わりに Sample-

based を選択すると、サンプルを使用したFM のようなサウンドを選択します
 • Rave Lead: Instrument 欄は解除された状態となり、同系の全サウンドを検索します
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 • Soft Electric Piano:この例では Sweep/Filter Mod が選択されるので、フィルター処理が施される

サウンドが検索されます。 結果電子ピアノ音声がワウワウ効果のような音声になります。
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 • Dark Pad:
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 • Chord Stab:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 • Thin Bells: 
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14 付録 B – アトリビュート詳細
この内容は ABSYNTH データベースで使用する全アトリビュートの詳細です。 アトリビュートは KORE で
使用する内容と同様です。 これらはカテゴリー分類されており、始めがインストゥルメントサウンドの詳細、
次がエフェクトの内容となっています。

! いくつかのアトリビュートは共通のサウンドを含んでいます。 付録 A を参照してください。

14.1 Instrument カテゴリ

14.1.1 Instrument
この欄でサウンドの基本的な性質を楽器別に特定します。 そのほか全ての欄はこれらの楽器の追加用詳
細です。 ここで選択できる内容は1つのみです。 サウンドは選択した楽器の音声聞こえるサウンド、または
そのサウンドを模倣しているサウンドも含みます(例、グラニュラー処理されたフルートサウンドは flute に
含まれます)。
 • Piano/Keys: 全てのアコースティック/電子ピアノサウンド、ハープシコード、クラビネット等。 ピアノ/キ

ーボードサウンドは全てこのカテゴリに含まれます。
 • Organ:アコースティック/電子オルガンです。 ハルモニウムとオルガンのようなリード楽器もここに含ま

れます例、アコーディオン、メロディカ、リードオルガン等。 鍵盤を用いた楽器を含みます。
 • Synth: この欄の各項目の楽器に当てはまらない全てのシンセがここに含まれます。 例えば典型的なブ

ラスシンセサウンドはカテゴリ Brass に含まれます。 低音用 Synth インストゥルメントはカテゴリ 
Bass に含まれます。

 • Guitar: アコースティック、クラシカル、エレクトリックシンセギターを含んだギターサウンドです。
 • Plucked Strings: 弦をはじくことで演奏する弦楽器のサウンドです(例、ハープ、琴、バンジョー等)。 

こういった楽器のサウンド特性によって生成されるインストゥルメントのサウンドもこのカテゴリに含ま
れます。

 • Bass: 楽曲のベースパートを担うサウンドがこのカテゴリに当てはまります。 低音部のほうが魅力があ
るシンセサウンドもここに含まれます。 クラシックで用いられる弓で演奏するダブルベースの音声は 
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Bowed Stringsカテゴリに含まれます。しかし ジャズで用いられる指で引くダブルベース音声はこのカ
テゴリに含まれます。

 • Drums: 単一のドラムサウンド、アコースティック、電子ドラムの音声を使用しているドラムキットまたは
ドラムループはここに含まれます。 このカテゴリ内の典型的なサウンドはキック、スネア、ハイハット、ラ
イド/クラッシュシンバル、クラップです。

 • Percussion: 単音のパーカッションサウンド、パーカッションキット、パーカッションループがここに含ま
れます。ここにはボンゴやティンパニー、アゴゴ等の打楽器も含まれます。 ここでは通常の電子ドラム
キットにはあまりない電子打楽器音も含まれます。

 • Mallet Instruments: ビブラフォン、シロフォン、マリンバ、ベル、スティールドラム等のマレットを使用
する楽器がここに含まれます。

 • Flute: フルート音声を再現するサウンド、またはフルートのサンプルを用いたサウンドがここに含まれま
す。 フルート、パンパイプ、合成フルート音声等も含まれます。

 • Reed Instruments: オーボエ、クラリネット、バスーン、サックス等のリード楽器がここに含まれます。 
リードオルガンは Organ に含まれます。

 • Brass: トランペット、フレンチホルン、トロンボーン、チューバ等がここに含まれます。 ここには多くのア
ナログブラスサウンドが含まれています。 サックスはブラス楽器ではありませんが、リード楽器です。

 • Bowed Strings: バイオリン、ビオラ、チェロ、ダブルベース等の弓を用いて演奏する弦楽器はここに含
まれます。 典型的なアナログストリングパッドはここに含まれます。

 • Vocal: コーラス、ボーカルサンプル、声のような性質を持つサウンドはここに含まれます。 フォルマン
ト/ボウェル(母音)フィルターやトークボックス/ボコーダーを用いたサウンドもここに含まれます。

 • Soundscapes: 移り変わりがある音色、またはノイズを含んだサウンドがここに含まれます。
 • Sound Effects: 爆発音や足音等のサウンドエフェクトがここに含まれます。
 • Multitrack:いくつかの異なる楽器で構成されるサウンドがここに含まれます。 異なる楽器を使用して

いるサウンドは全て Multitrack となります。 殆どの場合、シーケンス演奏が可能、またはキースプリ
ット処理が施されています。 各楽器が混ざり合った合成音の場合は、その音声の Source は Layered 
にカテゴライズされ、Multitrackには含まれません。

 • Other: ここまでのカテゴリのどれにも当てはまらない場合はここに含まれます。
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14.1.2 ソース(Source)
ここではサウンドがどのようなソースと音声生成方法を用いているかで選択したインストゥルメントを分類し
ます。
 • Acoustic: 選択したインストゥルメントをアコーステイックピアノ、アコースティックギター、アコースティ

ックオルガンといった具合に絞り込みます。
 • Electric: 選択したインストゥルメントを電子ピアノ、エレクトリックギター、電子オルガンといった具合に

分類します。
 • Analog: 選択したインストゥルメントをアナログベース、アナログブラス、アナログシンセといった典型

的な減算方式のシンセへと絞り込みます。
 • Digital: 選択したインストゥルメントをデジタルベース、デジタルピアノ、デジタルオルガンといった典型

的なデジタルシンセサウンド(ウェーブテーブル、FM等)へと絞り込みます。
 • Synthetic: このアトリビュートではサウンドの生成方法によって分類します。 Synthetic で減算方式、

加算方式、FM ウェーブテーブル、グラニュラー等の生成方式を参照します。
 • Sample-based:  このアトリビュートはサウンドの生成方法によって分類します。 Sample-based で

はインストゥルメントのサンプル再生方法を参照します(外部ソースからのサウンドによる)。 グラニュラ
ーシンセシスとサンプルを使用したウェーブテーブルシンセシスはここには該当しません。 例えばサン
プルを用いて大きく変化する Absynth Patches は Synthetic がカテゴリとして該当します。

 • FM: FM シンセシス方式を用いたサウンドです。 FM の音声に非常に似たサンプルを使用したインス
トゥルメントもこのカテゴリに含まれます。

 • Additive: 加算方式によって音声を生成するサウンドです(非常に似たサウンドも含まれます)。
 • Granular: グラニュラーサンプリングによって生成されるサウンド、またはそのサウンドに非常に似たサ

ウンドがこのカテゴリに含まれます。
 • Physical Model: 物理モデル方式による生成音声、または似たサウンドがこのカテゴリに含まれます。
 • Solo/Single: 同じサウンドを使用した単音とグループ音声を区別する為のカテゴリで、ソロバイオリン、

またはシングルスネアドラムがここに含まれます。
 • Ensemble/Kit: 同じインストゥルメントと単一のインストゥルメントを区別する為のカテゴリで、ストリ

ングセクションやドラムキットがここに含まれます。 Ensemble/Kit  と Layered 組み合わせとは異な
ります。

 • Small: 楽器の物理的な大きさを指定して似たような楽器との区別をします。 このアトリビュートは実
際の楽器の大きさを特定する場合にのみ使用してください。 例えば、バイオリンは Bowed Strings/
Small のカテゴリ内にあり、ハンドドラムは Percussion/Small のカテゴリにあります。
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 • Big: 楽器の物理的な大きさを指定して似たような楽器との区別をします。 このアトリビュートは実際
の楽器の大きさを特定する場合にのみ使用してください。 例えば、バイオリンチェロは Bowed 
Strings/Big のカテゴリ内にあり、太鼓は Percussion/Big のカテゴリにあります。

 • Dry: エフェクト効果が付加されていないサウンドです。 Distortion と/または filtering はこのアトリ
ビュートに影響しません。

 • Processed: ディレイやリバーブ等の目立つエフェクトが付加してあるサウンドです。
 • Layered: 2 つ以上のソースを一つのインストゥルメントにまとめたサウンドです。 サウンドは合成され

たサウンドとなります(例、ピアノ+ストリングサウンド)。
 • Sequence/Loop: シーケンサーまたはループを使用したステップシーケンサーを使用したシンセ、又

はドラムループがこのカテゴリに該当します。 このアトリビュートでは単純なループ、またはアルペジオ
は該当しません(Arpeggiated 参照)。

 • Surround: サラウンド技術を用いたサウンドがここに該当します。

14.1.3 Timbre
このアトリビュートセットでは音声自体の特徴的な構成要素によって分類します。
 • High: ピッコロフルート、ハイハット、ベル等の高音部が多いサウンドがここに含まれます。
 • Low: Uバスクラリネット、キックドラム、サブベース等の低音部が多いサウンドがここに含まれます。
 • Distorted:ディスーション、オーバードライブを含んだサウンドがここに含まれます。 サチュレーション、

ビット数が低いサウンドもここに含まれます。 
 • Clean: 歪み成分が全くないサウンドがここに含まれます。 各インストゥルメントをこのカテゴリで更に

分類します(例、クリーンギター等)。
 • Bright: 高音成分が強調されたサウンドです。
 • Dark: 高音成分をローパスフィルター等で抑えた音声です。
 • Warm: アナログサウンドに特徴的な有機的なサウンドがここに含まれます。 こういったサウンドは中

低域が強調され、高音成分が少なめなのが特徴的です。
 • Cold: 自然なサウンドではなく、電気的でデジタルなサウンドが含まれます。
 • Fat: アナログスーパーソウトゥースのようなユニゾンでの使用に効果的な太いサウンドが含まれます。
 • Thin: 発音周波数域が狭いサウンドが含まれます。
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 • Hard: これはあくまでも主観的なサウンドの表現です。 似たサウンドをこのカテゴリで区別することも
可能です(例、硬いマレットを使用したビブラフォンサウンド)。 完全にシンクしているオシレータも含み
ます。

 • Soft: これはあくまでも主観的なサウンドの表現です。 似たサウンドをこのカテゴリで区別することも
可能です(例、柔らかいマレットを使用したビブラフォンサウンド)。

 • Muted: ミュートギターやコンソルディーノストリング等のミュートしたサウンドが含まれます。
 • Detuned: ノコギリ波を用いたトランス用のリードや、ホンキートンクピアノ等の、浮遊感を出す為にデ

チューンしたオシレータを使用するサウンドが含まれます。 5度調律してあるオシレータ(Chord 参照)
、微調律や一般的ではないチューニングによるサウンドはここに含まれません。

 • Dissonant: 一般的な演奏にはむいていない調律によるサウンドがここに含まれます。
 • Noisy: ブレス成分が多いフルート等の音程があり、またノイズ成分も含んだサウンドがここに含まれま

す。 音声が歪む手前の、微妙にビット値が低いサウンド、lo-fi サウンドもここに含まれます。
 • Metallic:メタリックなサウンドが含まれます。 幾つかのベルサウンドや、FM もしばしば金属的になり

ます。
 • Wooden: バンブーフルートやシロフォン等の木等を素材とする楽器のサウンドがここに含まれます。
 • Exotic: 全く一般的ではないサウンドがここに含まれます。

14.1.4 Articulation
ここではサウンドの時間による音量と音色変化によって区別します。 またこのリストでは演奏方法に関した
アトリビュートの全てを表示しています。
 • Slow Attack: アタックが弱い、またはフェードインするサウンドを含みます。
 • Decaying: ピアノやギターのようなキーを押している間にサウンドが減衰するサウンドが含まれます。  

完全にフェードアウトしないサウンドはここに含まれません(Sustained 参照)。
 • Sustained: オルガンやサステインドストリングス等のキーを押している間は音声が持続するサウンドが

ここに含まれます。 シグナルの一部にサステインがあるサウンドはここには含まれません。 サウンド
はディケイ成分を含む、またはサステインがあるものとなります。 サウンドを繰り返すループは通常この
カテゴリには含まれません。

 • Long Release: ベルやパッドのようにキーを放してもしばらくサウンドが持続するものはここに含まれ
ます。 サンプルをリリースするインストゥルメントもここに含まれます。 エコーや長いリバーブ成分を持
つサウンドと混同しないようご注意ください。
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 • Percussive: ドラムやパーカッション等の短いアタックと短いディケイ/リリースを持つサウンドがここに
含まれます。

 • Long/Evolving: 何秒かの間に複雑に変化するエンベロープを備えたサウンドがここに含まれます。
 • Pulsating: 一定時間に周期的に音量と音色が変化する(例ボリュームとフィルターをコントロールするス

テップモジュレーター等を使用する)サウンドがここに含まれます。 ループはここには含まれません。
 • Echoing: リバーブまたはディレイ効果が目立つサウンドを含みます。
 • Pad: バックグラウンドのユニゾン演奏に向いたサウンドがここに含まれます。 Soundscape とは違っ

て、Pad には一定のサウンド特性があり、コード演奏に向いています。
 • Lead: メロディーパートに向いたサウンドがここに含まれます。
 • Monophonic: 同時発音数が一音しかないモノサウンドがここに含まれます。
 • Chord: 5th リードのように、同時にいくつかの音程を発音するサウンドがここに含まれます。 オクター

ブを上下して発音するサウンドはここには含まれません。 モノフォニックコードの場合もあります。
 • Glide/Pitch Mod: 音程が変わる時にピッチがスライドするサウンドを含みます。 音程が下がるキック

ドラムのように、ピッチモジュレーションを備えたサウンドもここに含まれます。
 • Sweep/Filter Mod: LFO またはエンベロープがフィルターパラメーターを変調するサウンド等を含み

ます。 ベロシティーによる単純なフィルターモジュレーションはここには含まれません(Expressive 参
照)。

 • Arpeggiated:押しているキーを繰り返す、またはアルペジオ演奏するサウンドがここに含まれます。 シ
ーケンスをトリガーするサウンドはアルペジオではなく、Sequenced/Loop です。

 • Tempo-synced: LFO または ディレイタイム等が ホストテンポの変更によって明らかに変化するサウ
ンドがここに含まれます。

 • Expressive: ベロシティーまたはモジュレーションホイールで音色が変化するサウンドがここに含まれ
ます。

 • Multiple: 複数の演奏形態を持つサウンドがここに含まれます。 通常 keyswitched インストゥルメン
トが対象となります。

 • Randomized: ランダム LFO モジュレーションフィルター等で制御するサウンドがここに該当します。 
ランダムなシーケンス、またはループもここに該当します。
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14.1.5 Genre
ここでサウンドが最も適した音楽ジャンルによって分類します。 ジャンル分けは、サウンドが使用された最初
のジャンルを基準としています。
 • Avantgarde: 現代音楽(電子、アコーステイックの両方)に適したサウンドがここに含まれます。 このア

トリビュートは他のジャンルとの相性が良く、例えば orchestral + avantgarde の選択でアコースティ
ックインストゥルメントの様々な演奏方法を含みます。

 • Orchestral/Classical: シンフォニックオーケストラ、または室内楽に適したサウンドがここに含まれま
す。 ドライサウンドに関わらず、自然な鳴りに重点を置いたサウンドが対象となります。 サンプルによ
るアコーステイックインストゥルメントは通常ここにあります。

 • Film Music: 映画/ゲーム音楽に適したサウンドがここに含まれます。 通常ここに当てはまるサウンド
は表現力に長けており、オーケストラブラス、雰囲気のあるシンセサウンドや映画効果音声等のサウン
ドはすぐに映画スコアに活用することが可能です。

 • Ambient/Electronica: 深みと温かみのある雰囲気のあるサウンドはここに当てはまります。 またス
ローモーションのような音声、または “clicks & bleeps”は頻繁にエレクトロニカやアンビエントに使用
されるのでこのカテゴリに当てはまり、IDMも同様です。

 • Drum&Bass/Breaks: 暗いリードサウンドが添えてある派手で深いベースや、妖しげなパッドはここに
含まれます。 ポリリズムや70 年代のファンクやジャズのサンプルを用いた合成音やサウンドエフェクト
もここに含まれます。

 • House: オルガンのコードやアナログベース音等の暖かくしばしば人間的なサウンドがこのカテゴリに含
まれます。 通常深みのあるアナログサウンドはここに含まれます。

 • Techno/Electro: ドライで暗い印象のある合成音と電子音、サウンドエフェクトがこのカテゴリに含ま
れます。 アタックが強いパーカッションサウンドやコンプレッサーが効いた音声や合成ベースサウンド、
リード等もここに含まれます。

 • Industrial: ノイズ成分や歪みを備えた冷たくメタリックな印象があるデジタルサウンドはここに含まれ
ます。

 • Dance/Trance: 柔らかく暖かいサウンドがここに含まれます。 アナログ/デジタルシンセパッドやメロ
ディアスなサウンド(デチューンが施されたスーパーソウサウンド等)やベル、アルペジオサウンドがここ
に含まれます。 催眠効果がありそうな雰囲気のあるサウンドもここに含まHipHop/Downbeat: 落ち
着きのあるサウンドやスクラッチサウンド、シンセドラムの要素を持つアナログ/アコースティックドラムサ
ウンド、メロウなパッドはここに含まれます。

 • Funk/Soul: ここのインストゥルメントは60年代のオルガンサウンド、70年代のシンセサウンド、ワウギ
ター、スラップベース、ドライなアコースティックドラムサウンドを含むビンテージファンクサウンドです。
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 • Reggae/Dub: このカテゴリの典型的なサウンドはアコースティックドラムとパーカッション、クリーン
ギターとアコースティックフルート、オルガンのサウンドとなります。

 • Latin/Afro-Cuban: 中南米の音楽に用いられるサウンドです(Salsa、 Son、 Samba、 Bossa Nova)
。 ここにはコンガやマラカス、ティンバレス、アコースティックギター、ジャンベ等のサウンドを含みま
す。

 • Rock: エレクトリックギター、ベース、アコースティックドラム、ダーティーなシンセサウンドを含む典型
的なロック用サウンドが含まれます。

 • Pop: ピアノ、ギター、エレクトロポップシンセ等の、ラジオ仕様基準に適うごく一般的なポピュラー音楽
用のサウンドを含んでいます。

 • Jazz: ピアノ、アップライトベース、サックスブラス、ドラム等の典型的なジャズサウンドを含んでいます。 
少人数のジャズバンドからビッグバンドで使用するアコースティックジャズ用サウンドを含んでいます。 
サウンドはごく自然なクオリティーとなっています。

 • Folk/Country: ブルーグラス、クレツマーブルース問う全てのフォークとソングライター音楽に適したサ
ウンドを含んでいます。 通常のアコースティックサウンドを網羅しています。

 • Ethnic/World: 南北インディアンミュージック、ガムラン、アラビック/ペルシアン、アジア、アフリカ等の
西洋音楽に用いる楽器以外のサウンドを含みます。 ここでのサウンドはアコースティックだけに限定せ
ず、雰囲気のあるエレクトリックなテクスチャー等もこのカテゴリに含まれます。

14.2 Effect カテゴリ

14.2.1 Type(タイプ)
基本的なエフェクトの性質を解説します。
 • Delay: オリジナルサウンドの後に同様のシグナルを追加するエコーエフェクトです。
 • Chorus: オリジナルインプットシグナルと共にピッチシフトと微妙なシグナルの遅れによるインプットシ

グナルを追加したエフェクトです。
 • Phaser/Flanger: フェイズシフトを生成するコームフィルターを用いたフェイズ、フランジング効果を

生成する各エフェクトのことを指します。
 • Reverb: ルームアンビエンスを生成する全エフェクトを指します。
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 • Filter/EQ: サウンドの倍音を変調する各エフェクトです。
 • Dynamics: インプットシグナルのダイナミクスを調整するコンプレッサー、リミッターエキスパンダーが

ここに含まれます。
 • Enhancer: サウンドの心理的奥行きを強調する各エフェクトです。
 • Vocoder: 一つのインプットが他のインプットに作用する従来のボコーダー技術を用いたエフェクトで

す。
 • Distortion: インプットシグナルに歪みを与えるエフェクトです。
 • Resonator: インプットシグナルに反応して倍音成分を共鳴させるコームフィルターを用いた特殊エフェ

クトです。 短いインプットパルスでディケイが非常に長いオシレータを生成します。
 • Lo-Fi: ビットレート、サンプルレートを変更して入力シグナルからローファイサウンドを生成するエフェ

クトです。
 • Pitch Shift: 再生テンポに影響することなく音声のピッチを変化させるエフェクトです。
 • Gate/NR: ゲート、ノイズリダクションエフェクト全般です。
 • Panning: 受信シグナルの定位、サラウンドを変更するエフェクトです。
 • Re-Sampler: グラニュラーシンセシス、シーケンスの変更等を行うために受信シグナルをリサンプリン

グするエフェクトです。
 • Amp Simulator: アナログアンプをシュミレートするエフェクトです。
 • Speaker Simulator: 特定のスピーカ、キャビネットの組み合わせを再現するエフェクトです。
 • Restoration: クリック、ヒス等のノイズを修正するエフェクトです。
 • Combination: 各エフェクトの組み合わせがここに含まれます。
 • Other: ここまで挙げたエフェクト以外はここに含まれます。

14.2.2 Mode
エフェクト操作の各モードを特定します。
 • Synced: ホストテンポにシンクします。
 • Side-chain: サイドチェーンを介して外部シグナルでコントロールするエフェクトです。
 • Gated: ゲート処理を行うエフェクトです。
 • Tuned/MIDI: MIDI で制御するエフェクトです。
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 • Envelope Follower: フィルターカットオフ、ピッチ、ボリューム等をアンプリチュードエンベロープで制
御するエフェクトです。

 • Random: ランダムパラメーターを備えたエフェクトです。
 • LFO: LFO によってパラメーター制御を行うエフェクトです。
 • Step: ステップモジュレーターによってパラメーター制御を行うエフェクトです。
 • Granular: マイクロサウンドタイムスケールによってシグナルを再生成するエフェクトです。
 • Impulse Response: コンボリューションリバーブ/フィルター等のインパルスレスポンスを使用するエフ

ェクトです。
 • Overdriven: インプットまたはアウトプットをオーバードライブするエフェクトです。
 • Vintage: サウンドにビンテージサウンドを付加するエフェクトです。
 • Multi-band: マルチバンドコンプレッサー等の複数の音量、帯域を処理するエフェクトです。
 • Selective: エキサイター、ディエッサー等の操作する周波数を選択して処理するエフェクトです。
 • Adaptive: サウンドから発信されるパラメータを抽出して生成して作用するエフェクトです。 このエフ

ェクトの目的は変化するコントロールシグナルをエフェクトに供給することです。
 • Channel strip: 受信シグナルをハードウェアのミキサーコンソールのように使用するエフェクトの各組

み合わせです。
 • Parallel: エフェクトのルーティングが並列となっています。
 • Chain: エフェクトのルーティングが直列となっています。
 • Stereo: ここのエフェクトは全てステレオモードです。
 • Mono: ここのエフェクトは全てモノモードです。

14.2.3 Characteristic
エフェクトの性質を描写します。
 • Long: リリースタイムが長いエフェクトです。
 • Long: リリースタイムが短いエフェクトです。
 • Fast: シグナルを受信すると同時に反応するサウンド、または即座に処理を行う必要があるエフェクト

です。
 • Slow: 受信シグナルへの反応が遅いエフェクトです。
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 • Bright: 主観的なエフェクト内容の表現です。 同じエフェクトによる効果の違いを区別するのに便利で
す。

 • Dark: 主観的なエフェクト内容の表現です。 同じエフェクトによる効果の違いを区別するのに便利で
す。

 • Warm: 加工したサウンドに温かみを与えるエフェクトです。
 • Cold: 加工したサウンドに冷たさを与えるサウンドです。
 • Intense: サウンドを大胆に変化させるエフェクトです。
 • Discreet: 非常に穏やかに効果を付加するエフェクトです。
 • Nasty/Evil: サウンドを非常に凶悪にするエフェクトです。
 • Enhancing: 受信シグナルを強調するエフェクトです。
 • Coloring: サウンドにカラー、またはキャラクターを与えるエフェクトです。 ビンテージコンプやイコラ

イザー等は顕著にこの性質を発揮します。
 • Neutral: サウンドの性質自体を変更することがないトランスペアレントエフェクトです。
 • Alienating: サウンドの性質を完全に変容させるエフェクトです。
 • Clean up: 受信シグナルをきれいにするハムノイズ、ヒスノイズ用イコライザー等です。
 • Metallic: サウンドに金属的な性質を付加するエフェクトです。
 • Ambience: 空間的ムードを生成するエフェクトです。
 • Spacious: 感情的なムードを生成するエフェクトです。

14.2.4 Application
エフェクトを使用する典型的な使用先です。
 • Acoustic Piano: ピアノ用です。
 • Electric Piano: 電子ピアノ用です。
 • Organ: オルガン用です。
 • Pads/Strings: パッドまたはストリング用です。
 • Guitar: ギターサウンド用です。
 • Bass: ベースサウンド用です。
 • Drums/Percussion: ドラム/パーカッション用です。
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 • Brass/Woodwinds: ブラス、または木管楽器用です。
 • Lead: リード楽器用です。
 • Vocal: ボーカル用です。
 • Sequences: シーケンスパターン用です。
 • Loops: ドラムループ等の各ループ用です。
 • Experimental: シグナルを非常に大きく変化させるエフェクトです。
 • Surround: サラウンド設定を行うためのエフェクトです。
 • Mastering: マスタリング用です。
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