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アンプとペダル

アンプとペダルの概要
「MainStage」には、ギターおよびベースアンプとクラシックなペダルエフェクトが豊富に用意されています。これ
らのアンプとエフェクトを通じてライブ演奏したり、オーディオおよびソフトウェア音源パートの録音データを処理し
たりすることができます。
アンプモデルは、ビンテージや現代的な真空管アンプおよびソリッドステートアンプを再現しています。リバーブ、ト
レモロ、ビブラートなどの内蔵エフェクトユニットも再現されています。これらのモデリングアンプは、エミュレート
されている各種のスピーカーキャビネットと組み合わせることができます。アンプとスピーカーキャビネットは定番の
組み合わせ以外にもさまざまな方法で使うことができ、興味深い組み合わせを試すことができます。
また、ギタリストやキーボードディストに昔から人気の高い、数々の「クラシックな」フット・ペダル・エフェクト（ス
トンプボックス）もエミュレートされています。実物と同様に、任意の順番でペダルをつなげてサウンドを作り上げ
ることができます。

Amp Designer
Amp Designer の概要

Amp Designer は 20 を超える有名なギターアンプのサウンドと、それらで使用されるスピーカーキャビネットをエ
EQ が組み合わされており、有名なギター

ミュレートします。構成済みの各モデルにはアンプ、キャビネット、および

サウンドを再現します。ギターの信号を直接処理できるので、これらのアンプシステムを通じて演奏したギターのサ
ウンドを再現することができます。Amp

Designer は、サウンドのデザインや処理の実験にも利用できます。これ

は別の音源にも使うことができるため、たとえばギターアンプの音響特性をトランペットやボーカルのパートに適用
することも可能です。

Amp Designer でエミュレートされているアンプ、キャビネット、EQ をさまざまに組み合わせて音色を変えること
ができます。エミュレートされているアンプとキャビネットの信号は、仮想マイクを使って取り込まれます。マイクは

7 種類の中から選ぶことができ、位置を変えられます。また、Amp Designer は、スプリングリバーブ、ビブラー
ト、トレモロなどの従来のギター・アンプ・エフェクトもエミュレートしています。
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Amp Designer のインターフェイスは、4 つの主なパラメータセクションに分かれています。
Effects
parameters

Amp
parameters

Amp
parameters

Output slider
Model parameters

Microphone parameters

• 「Model」パラメータ：下部にある黒いバーの「Model」ポップアップメニューから、アンプ、キャビネット、EQ

の種類、マイクの種類が決められた構成済みモデルを選択します。黒いバーにある別のポップアップメニューを
使うと、アンプ、キャビネット、マイクの種類を個別に選択できます。17 ページの独自の

Amp Designer コン

ボを作成するを参照してください。
• 「Amp」パラメータ：ノブセクションの両端にあります。これらのパラメータを使って、アンプの入力ゲイン、プ

レゼンス、出力レベルを設定します。21 ページの Amp

Designer のアンプコントロールを参照してください。

• エフェクトパラメータ：ノブセクションの中央にあります。これらのパラメータを使うと、統合されたエフェクトを

制御できます。21 ページの Amp

Designer のエフェクトの概要を参照してください。

• マイクパラメータ：インターフェイスの右端にあります。これらのパラメータでは、アンプとキャビネットのサウン

ドを取り込むマイクの種類と位置を設定します。23 ページの Amp

Designer のマイクパラメータを参照してく

ださい。
• 「Output」スライダ：
「Output」スライダ（インターフェイスを縮小表示している場合は「Output」フィール

ド）は、インターフェイスの右下隅にあります。これは

Amp Designer の最終レベルコントロールとして機能

し、チャンネルストリップの次のインサートスロットや、直接チャンネルストリップ出力に送られる出力のレベルを
設定するのに使用します。
参考：このパラメータは「Master」コントロールとは別のもので、2 つの目的で使用されます。1 つにはサウン
ドデザインのため、もう 1 つにはアンプセクションのレベルを制御するためです。
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インターフェイスを全面表示と縮小表示とで切り替える

m

インターフェイスが全面表示されているときに「Cabinet」ポップアップメニューと「Mic」ポップアップメニューの
間の開閉用三角形をクリックすると、縮小表示に切り替わります。
縮小表示でも、マイクの選択と配置を除くすべてのパラメータにアクセスできます。

m

全面表示に戻すには、縮小表示の「Output」フィールドの横にある開閉用三角形をクリックします。

Click here in
full interface.

Click here in
small interface.

Amp Designer のモデルを選択する
「Model」ポップアップメニューを使うと、構成済みモデルを選択できます。また、「Amp」、「Cabinet」、および
「Mic」ポップアップメニューを使って、
カスタマイズしたモデルを作成することもできます。独自の

Amp Designer

コンボを作成するを参照してください。選択内容はポップアップメニューに表示されるほか、メニューの上のディス
プレイにも画像で表示されます。たとえば、
「Cabinet」ポップアップメニューから「Tweed

4X10」を選択すると、
10 インチスピーカーが 4 個搭載された Tweed キャビネットがディスプレイの右側に表示されます。

m

「Model」ポップアップメニューからアンプ、キャビネット、EQ の種類、マイクの種類が決められた構成済みモデル
を選択します。

Amp Designer のモデル
Tweed コンボ
Tweed モデルは、1950 年代から 1960 年代はじめにかけてのブルース、ロック、カントリーミュージックのサウン
ドに一役買った、アメリカンコンボをモデリングしています。ゲインを上げるにつれ、穏やかなディストーションから
騒々しいオーバードライブまで滑らかに変化する、温かみがあって複雑かつクリーンなサウンドが持ち味です。半世
紀が経っても、Tweed は今の時代の音を作り出すことができるでしょう。現代のブティックアンプの多くは、Tweed
式の電気回路を基礎としています。
モデル

説明

Small Tweed Combo

クリーンからクランチまで自在に変化する 1 ×

12 インチコンボ

です。ブルースやロックに最適です。より厳密には、「Treble」
および「Presence」コントロールの値を 7 前後に設定します。

Large Tweed Combo

この

4 × 10 インチコンボはベーシスト用に設計されています

が、ブルースやロックのギタリストにも使われました。「Small

Tweed Combo」よりも開放的で透明感のあるサウンドですが、
クランチなサウンドを作り出すこともできます。

Mini Tweed Combo

10 インチスピーカーを 1 個搭載した小型アンプです。数え切れ
ないほどのブルースおよびロックアーティストに使われました。
非常に迫力のあるサウンドです。Tweed コンボの持ち味である
クリーントーンとクランチトーンを作り出すことができます。

ヒント：Tweed コンボは、演奏の強弱に反応します。ノブを調整して歪んだ音を作ってから、ギターの音量ノブの
レベルを下げてよりクリーンなトーンを作ります。ソロに差し掛かったら、ギターの音量ノブを上げてください。
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クラシック・アメリカン・コンボ

Blackface、Brownface、Silverface の各モデルは、1960 年代中期のアメリカンコンボに着想を得ています。ラ
ウドでクリーンな音になる傾向があります。ローエンドがタイトで、歪みは抑えられています。クリーントーンのロッ
ク、クラシックな R

& B、サーフミュージック、トゥワンギーなカントリー、ジャズなど、音をはっきりとさせる必要の

あるスタイルに適しています。
モデル

説明

Large Blackface Combo

4 × 10 インチコンボです。ロッ
B の演奏者に好まれました。リバーブが飽和

優しく、バランスの良いトーンの
ク、サーフ、R ＆

したゴージャスなコードや、非常に派手なソロに適しています。

Silverface Combo

ラウドでクリーンなトーンの

2 × 12 インチコンボです。パーカッ
R ＆ B、複雑なコー

シブで歯切れの良いアタックは、ファンクや

ドワークに適しています。オーバードライブをかけるとクランチに
なりますが、ほとんどの演奏者はクリーンなトーンを好みます。

Mini Blackface Combo

適度にローエンドのインパクトが感じられる、明るく開放的な響
きの

1

×

10 インチコンボです。わずかにオーバードライブ気

味のクリーンなトーンを得意とします。

Small Brownface Combo

滑らかで豊かな響きの

1 × 12 インチコンボです。細部のレベル

は正確さが保たれています。

Blues Blaster Combo

トップエンドは明るく、ローエンドはタイトで明確な 1 ×

15 イン

チコンボです。ブルースやロックの演奏者に好まれています。

ヒント：これらのアンプを使うとクリーンでタイトな音になりがちですが、Pedalboard のディストーションストンプ
ボックスを使えば、トレブルは鋭くローエンドは非常に力強い、鮮明なクランチサウンドを作り出すことができます。

41 ページの Pedalboard のディストーションペダルを参照してください。
ブリティッシュスタック
ブリティッシュ・スタック・モデルは、4 ×
決定づけた、50 および

12 インチキャビネットとの組み合わせでヘビーロックのサウンドを大いに

100 ワットのアンプヘッドをモデリングしています。これらのアンプは、ゲインを中程度に設

定すると、厚みのあるコードやリフに最適です。ゲインを上げると、叙情的なソロのトーンや、パワフルなリズム・
ギター・パートに使うことができます。音のスペクトラム上の複雑なピークとディップによって、激しいディストーショ
ンをかけても明るく魅力的なトーンが保たれます。
モデル

説明

Vintage British Stack

パワフルかつ耳に心地よい歪みで有名になった、1960 年代後期
の

50 ワットアンプの音が再現されます。ゲインを最大にしても、

音の透明感が保たれます。40 年が経ってもなお、ロックのトー
ンの定番です。

Modern British Stack

「Vintage

British」ヘッドを受け継ぐ、1980 年代から 1990 年

代にかけてのモデルです。当時のハードロックやメタルのスタイ
ルに最適化されました。「Vintage

British」アンプに比べ、ロー

エンドはより深く、ハイエンドはより明るく、中域はより「スクー
プ」が効いています。

Brown Stack

設計側の意図よりも低い電圧で使うことで、ブリティッシュヘッド
独自のトーンを引き出すことができます。生み出される「ブラウ
ン」サウンド（通常よりも歪みがあり、緩やかなトーンであること
が多い）によって、面白い具合にギターの音の厚みが増します。

ヒント：クラシックなブリティッシュヘッドと 4 ×

12 インチキャビネットという組み合わせは、ハイゲインでのリフに

最適です。これらのヘッドは、小型のキャビネットを通しても良い音になり、ゲインを低めに設定するとクリーンな音
になります。
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ブリティッシュコンボ
ブリティッシュコンボには、1960 年代のブリティッシュロックおよびポップスと切り離しては語れない、トレブルの効
いた勢いのあるサウンドが取り込まれています。これらのアンプはハイエンドのレスポンスに特徴がありますが、ま
ろやかな歪みと滑らかなコンプレッションによって、耳障りになることはほとんどありません。
モデル

説明

British Blues Combo

この

2 × 12 インチコンボは、ブリティッシュヘッドよりもクリーン

な、ラウドでアグレッシブなトーンを生み出します。ゲインを高め
に設定すると、厚みのある歪んだトーンになります。

British Combo

1960 年代初期のアンプに基づく 2 × 12 インチコンボです。繰
り返すコードや歯切れの良いソロに最適です。

Small British Combo

「British

Combo」の半分のパワーの 1 × 12 インチコンボで

す。暗めで、開放感の少ないトーンになります。

Boutique British Combo

オリジナルの

1960 年代のサウンドを現代的に解釈した 2 × 12

インチコンボです。ほかのブリティッシュコンボに比べ、低域は強
く、高域は穏やかで、より厚いトーンです。

ヒント：ブリティッシュコンボでは多くの場合、ほかの種類のアンプよりも「Treble」および「Presence」ノブを高
めに設定できます。「British

Blues Combo」の音がクリーンすぎる場合は、Pedalboard の Hi Drive ストンプ
Fuzz ストンプボックスと組み合わせて激
しいロックトーンを作ったりすることができます。41 ページの Pedalboard のディストーションペダルを参照してく
ボックスと組み合わせてアグレッシブなブルーストーンを作ったり、Candy
ださい。
ブリティッシュオルタナティブ
「Sunshine」モデルの基となる 1960 年代後期のアンプヘッドとコンボは中域周波数に深みがあり、ラウドでアグ
レッシブです。単音のソロやパワーコードに適しているだけでなく、音域の広いオープンコードにも適しています。こ
のことから、1990 年代の「ブリットポップ」バンドで使われて有名になりました。「Stadium」アンプは、不明瞭
なディストーションになることなく、非常に高いレベル設定で演奏できるという点で評判です。ゲインを最大に設定
しても、歯切れの良いトレブルと明快な音が保たれます。
モデル

説明

Sunshine Stack

4 × 12 インチキャビネットと組み合わさった、力強い音のヘッド
です。パワフルなポップロックのコードに適しています。トーンが
暗すぎる場合は、
「Treble」ノブを高めに設定すると音の開放感
が増します。

Small Sunshine Combo

「ビッグアンプ」サウンドとして知られる現代のアンプに基づく

1 × 12 インチコンボです。「Sunshine Stack」ヘッドよりも明
12

るい、1960 年代のブリティッシュコンボ風の音質です。4 ×

インチキャビネットと組み合わせても、良い音が得られます。

Stadium Stack

1970 年代のアリーナ・ロック・バンドでよく使われた、クラ
12 インチキャビネットという構成です。
Amp Designer のその他の 4 × 12 インチスタックに比べてク

シックなヘッドと 4 ×

リーンなトーンですが、深みがあり印象的です。力強さと鮮明さ
の両方を求める場合に適しています。

Stadium Combo

現代のアンプに基づく 2 ×
「Stadium

12 インチコンボです。トーンは
Stack」よりも滑らかです。

ヒント：
「Stadium」アンプは音をゆっくりと歪ませることができるので、有名なユーザのほとんどはアグレッシブな
ファズペダルと一緒に使っています。Pedalboard の

Candy Fuzz または Fuzz Machine ストンプボックスと組み

合わせてみてください。41 ページの Pedalboard のディストーションペダルを参照してください。
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メタルスタック
メタル・スタック・モデルは、現代のハードロックやメタルのミュージシャンに支持されている、パワフルでゲインの
高いアンプヘッドをモデリングしています。いずれも 4 ×

12 インチキャビネットと組み合わされています。強い歪み

から猛烈な歪みにいたるトーンが特徴です。ギターの音に、強力な低域、激しい高域、長いサスティンを求めるの
であれば、これらのモデルが最適です。
モデル

説明

Modern American Stack

ゲインの高いパワフルなアンプです。ヘビーロックやメタルに最
適です。「Mids」ノブを使って、適切なスクープまたはブースト
の量を設定します。

High Octane Stack

パワフルな高ゲインアンプですが、このモデルはゲイン設定を滑
らかに変更できます。また、自然なコンプレッションです。速弾
きのソロや、2 音か

Turbo Stack

3 音のコードに適しています。

アグレッシブな音のアンプです。特にゲインを高めに設定すると、
とげとげしい高域とノイジーな倍音が得られます。ミックスからギ
ターの音を際立たせる必要があるときには、
「Turbo

Stack」を

試してみてください。

ヒント：
「Turbo

Stack」をディストーションペダルやファズペダルと組み合わせると、アンプの鋭いトーンが抑えら

れてしまう場合があります。リフを強く印象付けるには、ドライサウンドにしておく方が無難です。
その他のコンボ
このカテゴリのコンボおよびユーティリティモデルは、幅広い音楽スタイルに使うことのできる多用途アンプです。
モデル

説明

Studio Combo

1980 年代と 1990 年代のブティックコンボに基づく 1 × 12 イ
ンチコンボです。複数のゲインステージを使って、滑らかでサス
ティンの効いた歪みと共に、力強く明るいクリーンなサウンドを
生み出します。4 ×

12 インチキャビネットと組み合わせると、よ

り激しいサウンドが得られます。

Boutique Retro Combo

1960 年代のコンボのサウンドを組み合わせた現代の高級アン
12 インチコンボです。クリーンでクラン

プから着想を得た、2 ×

チなトーンを得意とします。昔ながらの雰囲気の中に、現代のア
ンプの歯切れのいい高域と力強い低域を求める場合に適してい
ます。このモデルのトーンコントロールは非常に感度が良く、ギ
タートーンを無数に作成できます。

Pawnshop Combo

1960 年代にアメリカの百貨店で販売されていた安価なアンプ
8 インチコンボです。限られた機能や安っぽい作

に基づく 1 ×

りをよそに、数多くのロック、ブルース、パンクの演奏者がひそ
かにこうしたアンプを使っています。スピーカーが小さいにもか
かわらず、クリーンな音は温かく、歪んだ音は厚く響きます。

Transparent Preamp

トーンを変更しないプリアンプステージです。「Transparent

Preamp」を有効にするには、「Model」ポップアップメニュー
ではなく「Amp」ポップアップメニューを使うという点に注意し
てください。

ヒント：
「Pawnshop

Combo」アンプを Pedalboard の Hi Drive または Candy Fuzz ストンプボックスと組み

合わせると、1960 年代後期のハードロックのトーンをエミュレートできます。41 ページの Pedalboard のディス
トーションペダルを参照してください。
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Amp Designer のキャビネット
Amp Designer で使用できる各キャビネットモデルの特徴を以下の表にまとめます。
キャビネット

説明

Tweed 1 x 12

1950 年代の 12 インチのオープンバックキャビネットです。温か
みがあり、滑らかなトーンです。

Tweed 4 x 10

1950 年代後期の 4 × 10 インチのオープンバックキャビネット
です。元はベーシスト用に製作されましたが、きらめくようなプ
レゼンスがギタリストに役立っています。

Tweed 1 x 10

1950 年代の、10 インチの単体のオープンバック・コンボ・アン
プ・キャビネットです。滑らかなサウンドです。

Blackface 4 x 10

10 インチスピーカーを 4 つ搭載した、クラシックなオープンバッ
4 x 10」よりも深みがあって暗い

クキャビネットです。「Tweed
トーンです。

Silverface 2 x 12

1960 年代のオープンバックモデルです。ローエンドに迫力があ
ります。

Blackface 1 x 10

1960 年代のオープンバックキャビネットです。つややかな高域
と、味わいのある中低域になっています。

Brownface 1 x 12

バランスの良い

1960 年代中期のオープンバックキャビネットで

す。滑らかで透明感があり、豊かなサウンドです。

Brownface 1 x 15

1960 年代初期のオープンバックキャビネットです。
Amp Designer でエミュレートされたもののうち、最も大きな
スピーカーが搭載されています。高域は明るく穏やかで、低域は
タイトで絞り込まれています。

Vintage British 4 x 12

この

1960 年代後期のクローズドバックキャビネットはクラシック
30 ワットスピーカー間で複雑に位

ロックの代名詞です。4 つの

相が相殺されるため、大きくて厚いながらも明るく陽気なトーン
です。

Modern British 4 x 12

4 × 12 インチキャビネットです。「Vintage
British 4 x 12」に比べて明るく、ローエンドが優れており、中

クローズドバックの

域はあまり強調されません。

Brown 4 x 12

4 × 12 インチのクローズドバックキャビネットです。ローエンド
が心地よく、中域は複雑です。

British Blues 2 x 12

明るい音のオープンバックキャビネットです。ゲインを高めに設定
しても、低域はソリッドで、高域は歯切れ良く響きます。

Modern American 4 x 12

4 × 12 インチキャビネットで
4 x 12」インチキャビネットよりも、中低域の密度

豊かな響きの、クローズドバックの
す。「British

が濃くなっています。

Studio 1 x 12

コンパクトで鳴りのよいオープンバックキャビネットです。豊かな
中域と、つややかな高域を備えています。

British 2 x 12

1960 年代中期のオープンバックキャビネットです。開放的で滑ら
かなトーンです。

British 1 x 12

小型のオープンバックキャビネットです。高域は歯切れ良く、中
低域は透明感があります。

Boutique British 2 x 12

「British

2 x 12」に基づく 2 × 12 インチキャビネットです。中

域がより豊かで、高域はより強力です。

Sunshine 4 x 12

4 × 12 インチのクローズドバックキャビネットです。中域が厚く
豊かです。

Sunshine 1 x 12

12 インチの単体のオープンバック・コンボ・アンプです。優しい
高域と透明な中域で明るく陽気なサウンドです。
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キャビネット

説明

Stadium 4 x 12

タイトで華やかな、ブリティッシュ・クローズドバック・キャビネッ
トです。中高域のピークに迫力があります。

Stadium 2 x 12

バランスの良い現代のブリティッシュ・オープンバック・キャビネッ
トです。「Blackface

4 x 10」の温かみと「British 2 x 12」の

輝きが合わさった音です。

Boutique Retro 2 x 12

「British

2 x 12」に基づく 2 × 12 インチキャビネットです。中

域がより豊かで開放感があり、高域はより強力です。

High Octane 4 x 12

現代のヨーロピアン・クローズドバック・キャビネットです。低域
と高域が強く、中域は削られており、メタルやヘビーロックに適
しています。

Turbo 4 x 12

現代のヨーロピアン・クローズドバック・キャビネットです。中域
は大きく削られ、低域が強く、高域は非常に強いです。メタルや
ヘビーロックに適しています。

Pawnshop 1 x 8

8 インチスピーカーを 1 個搭載したキャビネットです。ローエン
ドに圧倒的な迫力があります。

Direct

このオプションを使うと、スピーカー・エミュレーション・セクショ
ンがバイパスされます。

ヒント：創造的なサウンド設計のためには、「Cabinet」ポップアップメニューから「Direct」オプションを選択し、
空いている次のインサートスロットに

Space Designer を配置します。続いて、Space Designer の「うねった」

スピーカー・インパルス・レスポンスを読み込みます。

独自の Amp Designer コンボを作成する
デフォルトのモデルを使うこともできますが、異なるアンプやキャビネットなどを独自に組み合わせることもできま
す。独自のコンボを作成するには、インターフェイス下部の黒いバーにある「Amp」、
「Cabinet」、および「Mic」
ポップアップメニューのほか、
「EQ」ポップアップメニューを使います。「EQ」ポップアップメニューは、ノブセクショ
ンの左側にあるノブの上に表記されている「EQ」または「Custom EQ」という文字をクリックすると開きます。
参考：独自の組み合わせのアンプコンボを作成したら、設定ポップアップメニューを使ってこのコンボを設定ファイ
ルとして保存できます。この設定ファイルには、パラメータの変更内容も含まれます。
EQ pop-up menu

Model
pop-up menu
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Amp Designer のアンプを選択する
m Amp Designer インターフェイス下部の黒いバーにある「Amp」ポップアップメニューからアンプを選択します。
カテゴリごとの各アンプの特徴について詳しくは、以下の章を参照してください：
•

12 ページの Tweed コンボ

•

13 ページのクラシック・アメリカン・コンボ

•

13 ページのブリティッシュスタック

•

14 ページのブリティッシュコンボ

•

14 ページのブリティッシュオルタナティブ

•

15 ページのメタルスタック

•

15 ページのその他のコンボ

Amp Designer のキャビネットを選択する
キャビネットは、
ギターサウンドの特徴に大きく影響します（16 ページの Amp

Designer のキャビネットを参照）。

何十年も支持を得ている特定のアンプとキャビネットの組み合わせもありますが、新鮮なトーンを作り出すには、こ
うした組み合わせから離れてみることが有効です。たとえば、ほとんどの演奏者は無意識にブリティッシュヘッドを

4 × 12 インチキャビネットと組み合わせます。Amp Designer では、強力なヘッドで小型スピーカーを鳴らしたり、
12 インチキャビネットを組み合わせたりすることができます。アンプとキャビネットのランダムな

小型アンプと 4 ×

組み合わせを試してみることができます。ただし、キャビネットの「サウンド」を決める変数に注目すると、従来と
は異なるアンプとキャビネットの組み合わせについて見当がつくようになります。

m Amp Designer インターフェイス下部の黒いバーにある「Cabinet」ポップアップメニューからキャビネットを選択
します。選択にあたっては以下の点を参考にしてください：
• コンボかスタックか：コンボアンプは、単一の筐体にアンプとスピーカーの両方を搭載しています。通常はオープ

ンバックなので、音が複数の方向に響きます。その結果、明るく、高域が軽やかで、広々とした感じの開放的な
サウンドが得られます。スタック（積み重ねられた）アンプは、アンプヘッドと、別のキャビネットに搭載されたス
ピーカーで構成されます。通常、これらのキャビネットはクローズドバックなので、きっちりと的を絞った光線のよ
うに音が前方向に投げ出されます。クローズドバックキャビネットではオープンバックキャビネットよりもパワフル
な音になり、ハイエンドの透明感が損なわれる代わりにローエンドのレスポンスがタイトなことが多くなります。
• 古いスピーカーか新しいスピーカーか：ビンテージのキャビネットに基づく Amp

Designer のモデルには、年

代物のスピーカーの特徴が取り込まれています。これらは新しいスピーカーに比べると若干締まりがなく切れ味
が鈍いですが、多くの演奏者がその滑らかさと音楽性を好んでいます。新しいキャビネットに基づくサウンドは、
より歯切れ良く、鋭くなる傾向があります。
• 大型スピーカーか小型スピーカーか：大型のスピーカーが大きい音を出すとは限りません。事実、史上最も人気

のあるベース・ギター・キャビネットでは、8 インチスピーカーが使われています。4 ×

12 インチキャビネットよ

りも、10 インチスピーカーを使った方が深くて豊かなトーンが得られる可能性は十分にあります。いろいろなサ
イズを試して、自分の音楽に最適なものを選択してください。
• 単一のスピーカーか複数のスピーカーか：ギタリストは大きな音を出すために複数のスピーカーが搭載された

キャビネットを使うことがあります。ここではスピーカーの数はそれほど重要ではありません。こうしたキャビネッ
トを使う理由はほかにあります。スピーカー間で位相が相殺されることで音の陰影が増し、興味深いトーンにな
るのです。たとえば多くの「クラシックロック」サウンドには、4 ×

12 インチキャビネット内のこのスピーカー間

の相互作用による音のピークとディップが寄与しています。
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マイクの種類と配置を選択する

1

「Mic」ポップアップメニューからマイクモデルを選択します。
• 「Condenser」モデル：スタジオ用の高性能コンデンサマイクのサウンドがエミュレートされます。コンデンサ

マイクのサウンドは、きめ細かく、透明で、バランスも取れています。「Condenser

87」または「Condenser

414」を選択します。
• 「Dynamic」モデル：カージオイド型指向性を持つ一般的なダイナミックマイクのサウンドがエミュレートされま

す。ダイナミックマイクのサウンドは、「Condenser」モデルと比べると、より明るくて切れがあります。中域は
ブーストされていますが中低域の周波数はソフトなので、ダイナミックマイクはロックギターの音に適しています。
ミックス内のほかのトラックからギターを際立たせたい場合に特に便利です。
「Dynamic
「Dynamic
• 「Ribbon

「Dynamic 57」、
20」、

421」、または「Dynamic 609」を選択します。

：リボンマイクのサウンドがエミュレートされます。リボンマイクはダイナミックマイクの一種です。
121」

そのサウンドはよく、明るく鋭いながらも温かみがあると言われます。ロックや、クランチなトーン、クリーンな
トーンに適しています。

2

「Mic」ポップアップメニューの上にあるグラフィック内の白い点をドラッグすると、キャビネットに対するマイクの位
置と距離を設定できます。

EQ の種類を選択する／調整する
1 「Bass」、「Mids」、および「Treble」ノブの上にある「EQ」または「CUSTOM EQ」という文字をクリックして
「EQ」ポップアップメニューを開き、EQ モデルを選択します。20 ページの Amp Designer の EQ タイプを参照
してください。

2

「Bass」、「Mids」、および「Treble」ノブを回して、選択した

EQ モデルを調整します。

Amp Designer のイコライザ
Amp Designer のイコライザの概要
ハードウェアのアンプのトーンコントロールは、モデルと製造元によって異なります。たとえば、2 つのモデルで、ト
レブルノブで操作できる周波数が異なっていたり、カットやブーストのレベルが異なっていたりということがありま
す。一部のイコライザ（EQ）セクションではギター信号がほかよりも増幅され、アンプでの歪ませかたに影響
します。

Amp Designer には EQ タイプが複数あり、ハードウェア・アンプのこうした違いを反映させることができます。ど
EQ タイプを選択しても、低域、中域、高域という同じコントロールがあります。ただし、選択する EQ タイプに

の

よって、これらのコントロールの動作は大きく変化します。
アンプとの従来の組み合わせ以外から EQ タイプを選択すると、通常は音が大幅に変化します。特定のアンプモデ
ルをうまく再現できるよう、ハードウェア・アンプと同様に、Amp
ます。別の

第1章

Designer の EQ はキャリブレーションされてい
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こうした不快なサウンドが発生する可能性はありますが、アンプと EQ をさまざまに組み合わせてみてください。多
くの場合、良いサウンドが生まれます。
EQ pop-up menu

Bass, Mids,
and Treble knobs

EQ パラメータ
• 「EQ」ポップアップメニュー：
「Bass」、
「Mids」、および「Treble」ノブの上にある「EQ」または「CUSTOM
EQ」という文字をクリックすると「EQ」ポップアップメニューが開き、「British Bright」、「Vintage」、「U.S.
「Modern」、
および「Boutique」のいずれかの EQ モデルを選択できます。EQ モデルごとに固有の
Classic」、
音質があり、
「Bass」、
「Mids」、および「Treble」ノブの応答方法に影響します。20 ページの Amp Designer
の EQ タイプを参照してください。
• 「Bass」ノブ、
「Mids」ノブ、「Treble」ノブ：回して、EQ モデルの周波数域を調整します。実物のギターア

ンプにあるトーンコントロールのノブの調整に似ています。これらのノブの動作と応答は、選択中の

EQ モデル

によって変化します。

Amp Designer の EQ タイプ
Amp Designer の各 EQ タイプの特徴を以下の表にまとめます。
EQ タイプ
British Bright

説明

1960 年代のブリティッシュ・コンボ・アンプの EQ に着想を得て
います。ラウドでアグレッシブです。「Vintage」EQ 以上に力強
い高域を備えています。この

EQ は、音を過度にクリーンにせず

に高域をより鮮明にしたい場合に便利です。

Vintage

似た回路が使われていた「American Tweed」式アンプとビン
テージのブリティッシュ・スタック・アンプの

EQ レスポンスをエ
EQ は、サウン

ミュレートします。ラウドで、歪みがちです。この
ドを粗くしたい場合に便利です。

U.S. Classic

「American Blackface」式アンプの EQ 回路を継承しています。
「Vintage」 EQ に比べて忠実度が高く、低域はよりタイトで高
域は歯切れが良くなっています。この

EQ は、サウンドを明るく

して歪みを減らしたい場合に便利です。

Modern

1980 年代から 1990 年代にかけて人気のあったデジタル EQ
EQ は、当時のロックやメタル

ユニットに基づいています。この

のスタイルに合わせて、アグレッシブな高域と深みのある低域、
削られた中域を作り上げる場合に便利です。

Boutique

「レトロモダン」なブティックアンプのトーンセクションを再現し
ています。正確な EQ 調整を得意としますが、ビンテージアンプ
と一緒に使うと、クリーンになりすぎることがあります。この

EQ

は、よりクリーンで明るいサウンドを求める場合に適しています。
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Amp Designer のアンプコントロール
アンプパラメータには、入力ゲイン、プレゼンス、およびマスター出力用のコントロールがあります。ノブセクション
の左端に「Gain」ノブがあり、右端に「Presence」ノブと「Master」ノブがあります。インターフェイスの右下
隅には「Output」パラメータがあります。
Gain

Presence

Master

アンプパラメータ
• 「Gain」ノブ：回して、入力信号に適用するプリアンプ処理の度合いを設定します。このコントロールはアンプモ

デルによって作用のしかたが異なります。たとえば、ブリティッシュ系アンプを使用している場合は、「Gain」設
定を最大にすると力強く張りの良いサウンドを出すことができます。ビンテージまたは現代のブリティッシュヘッド
を使用している場合は、同様の「Gain」設定でも強いディストーションが生じるため、リードパートのソロに適
しています。
• 「Presence」ノブ：回して、
「Treble」コントロールの範囲を上回る高周波数の範囲を調整します。「Presence」

パラメータは、出力（「Master」）段階にのみ影響します。
• 「Master」ノブ：回して、増幅された信号のキャビネットへの出力音量を設定します。通常、真空管アンプでは

「Master」レベルを上げると、厚みのある飽和したサウンドとなり、信号がさらに歪んで音量が大きくなります。
警告：「Master」ノブを高く設定すると出力が極端に大きくなり、スピーカーや聴覚を損なうおそれがあります。
「Master」ノブは低めに設定しておき、徐々に上げるようにしてください。
• 「Output」スライダ／フィールド：ドラッグして、Amp

Designer の最終的な出力レベルを設定します。

参考：縮小表示のときは、このスライダはフィールドに置き換わります。

Amp Designer のエフェクト
Amp Designer のエフェクトの概要
エフェクトパラメータにはリバーブ、トレモロ、ビブラートがあり、多くのアンプに見られるプロセッサをエミュレート
しています。これらのコントロールは、ノブセクションの中央に並んでいます。

リバーブは中央の「On/O∂」スイッチで操作します。トレモロとビブラートのいずれかに追加することも、単独で使
うこともできます。22 ページの Amp

Designer のリバーブエフェクトを参照してください。

「Trem」
（トレモロ）または「Vib」
（ビブラート）のどちらかを選択できます。「Trem」ではサウンドの振幅または
音量がモジュレートされ、「Vib」ではピッチがモジュレートされます。23 ページの Amp

Designer のトレモロと

ビブラートを参照してください。
参考：信号経路内では、「Presence」および「Master」コントロールよりも前に位置するエフェクトセクションが、
プリアンプされた（マスター前）信号を受け取ります。
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Amp Designer のリバーブエフェクト
Amp Designer では常にリバーブを使うことができます。リバーブ機能のないアンプに基づくモデルを使っている
場合でも使えます。リバーブは「On/O∂」スイッチと中央の「Level」ノブで操作します。「Reverb」ポップアップ
メニューはこれらのコントロールの上にあります。リバーブはトレモロまたはビブラートエフェクトのいずれかに追加
することも、単独で使うこともできます。

「Reverb」パラメータ
• 「On/O∂」スイッチ：リバーブエフェクトのオン／オフを切り替えます。
• 「Reverb」ポップアップメニュー：
「Reverb」という文字をクリックして、ポップアップメニューからリバーブタイ

プを選択します。「Vintage

Spring」、「Simple Spring」、「Mellow Spring」、「Bright Spring」、「Dark
Spring」、「Resonant Spring」、「Boutique Spring」、「Sweet Reverb」、「Rich Reverb」、「Warm
Reverb」の中から選択できます。これらのリバーブタイプの詳細については、22 ページの Amp Designer の

リバーブタイプを参照してください。
• 「Level」ノブ：回して、プリアンプ処理された信号にかけるリバーブの量を設定します。

Amp Designer のリバーブタイプ
Amp Designer の各リバーブタイプの特徴を以下の表にまとめます。
リバーブタイプ

説明

Vintage Spring

1960 年代初期以降、コンボアンプのリバーブを大きく決定づけ
た、明るく派手なサウンドです。

Simple Spring

より暗く、より繊細なスプリングサウンドです。

Mellow Spring

とても暗く、忠実度の低いスプリングサウンドです。

Bright Spring

ビンテージのスプリングの輝きを一部に残していますが、サーフ
風の跳ね返りは少なくなっています。

Dark Spring

悲しげな音のスプリングです。「Mellow

Spring」よりも抑制が

効いています。

Resonant Spring

もう 1 つの

1960 年代風スプリングです。中域が少し歪みを加え

て強調されています。

Boutique Spring

クラシックな「Vintage

Spring」の現代版です。低域と中域の

トーンがより豊かです。

Sweet Reverb

低域が豊かで高域が抑えられた、滑らかで現代的なリバーブ
です。

Rich Reverb

豊かでバランスの良い現代的なリバーブです。

Warm Reverb

中低域が豊かで高域は控えめな、
豊潤で現代的なリバーブです。
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Amp Designer のトレモロとビブラート
トレモロとビブラートは、エフェクトセクションにある数個のスイッチと 2 つのノブで操作します。トレモロはサウンド
の振幅または音量をモジュレートし、ビブラートはサウンドのピッチをモジュレートします。

トレモロおよびビブラートのパラメータ
• 「On/O∂」スイッチ：クリックすると、トレモロまたはビブラートエフェクトのオンとオフが切り替わります。
• 「Trem/Vib」
（Tremolo/Vibrato）スイッチ：クリックして、トレモロまたはビブラートのどちらかを選択

します。
• 「Depth」ノブ：回して、トレモロまたはビブラートのモジュレーションの強度を設定します。
• 「Speed」ノブ：回して、モジュレーションの速度をヘルツ単位で設定します。低めに設定すると、滑らかで浮遊

感のあるサウンドになります。高めに設定すると、回転翼の音のような効果を生み出します。
• 「Sync/Free」スイッチ：
「Sync」を選択すると、モジュレーションの速度がホストアプリケーションのテンポと

同期します。「Free」を選択すると、「Speed」ノブを使ってさまざまな小節、拍、および音符の値（8 分音符、

16 分音符など。3 連符や付点音符も含まれます）にモジュレーションの速度を設定できます。

Amp Designer のマイクパラメータ

Amp Designer には、7 種類の仮想マイクがあります。一連の音作りに関わるその他のコンポーネントと同様、ど
れを選択するかによって結果が大きく変わります。キャビネットを選択した後は、エミュレートするマイクのタイプを
指定し、キャビネットに対してマイクを配置できます。
「Mic」ポップアップメニューは、黒いバーの右端近くにあります。「Mic」ポップアップメニューの上の領域にポイ
ンタを移動すると、スピーカーを調整するためのグラフィックが表示されます。
参考：このセクションで説明するパラメータは、Amp

Designer のインターフェイスを全面表示している場合にの
みアクセスできます。縮小表示になっている場合は、
「Output」フィールドの右側にある開閉用三角形をクリックす

れば全面表示に切り替わります。

Move your mouse above the
Mic pop-up menu to display the
speaker-adjustment graphic.
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マイクパラメータ
• キャビネットおよびスピーカー調整グラフィック：デフォルトでは、マイクがスピーカーコーンの中央（軸上）に配

置されます。この配置の場合、より豊かで力強いサウンドを生み出せるため、ブルースやジャズのギターの音に
適しています。スピーカーの端にマイクを配置する（軸外）と、明るく線の細いトーンになります。これは、切れ

R ＆ B のギターパートに適しています。スピーカーにマイクを近付けると、低音のレスポンスが

のあるロックや
強調されます。

キャビネットの上にマイクの位置が表示され、
スピーカー調整グラフィックに白い点で表されます。白い点をドラッ
グすると、キャビネットに対するマイクの位置と距離が変化します。配置はニアフィールドの位置に限られます。
• 「Mic」ポップアップメニュー：以下のいずれかのマイクモデルを選択します：
• 「Condenser」モデル：スタジオ用の高性能コンデンサマイクのサウンドがエミュレートされます。コンデンサ

マイクのサウンドは、きめ細かく、透明で、バランスも取れています。「Condenser

87」または「Condenser

414」から選択します。
• 「Dynamic」モデル：カージオイド型指向性を持つ一般的なダイナミックマイクのサウンドがエミュレートされ

ます。ダイナミックマイクのサウンドは、
「Condenser」モデルと比べると、より明るくて切れがあります。中域
はブーストされていますが中低域の周波数はソフトなので、ダイナミックマイクはロックギターの音に適してい
ます。ミックス内のほかのトラックからギターを際立たせたい場合に便利です。「Dynamic

20」、「Dynamic

57」、「Dynamic 421」、または「Dynamic 609」から選択します。
• 「Ribbon

121」：リボンマイクのサウンドがエミュレートされます。リボンマイクはダイナミックマイクの一種で

す。そのサウンドはよく、明るく鋭いながらも温かみがあると言われます。ロックや、クランチなトーン、クリー
ンなトーンに適しています。
ヒント：複数のマイクタイプを組み合わせると面白いサウンドになります。ギターのトラックを複製し、両方のト
ラックに

Amp Designer を挿入します。違うタイプのマイクを各 Amp Designer インスタンスで選択し、その

ほかのパラメータ設定はすべて同一のままにして、トラックの信号レベルを設定します。

Bass Amp Designer
Bass Amp Designer の概要

Bass Amp Designer は 3 つの有名なベース・ギター・アンプのサウンドと、それらで使用されるスピーカーキャ
ビネットをエミュレートします。構成済みの各モデルにはアンプとキャビネットが組み合わされており、有名なベー
ス・ギター・サウンドを再現します。アンプとキャビネットを、内蔵の圧縮および

EQ ユニットと組み合わせると、音

色を変えることができます。信号を直接処理できるので、これらのアンプシステムを通じて演奏したベースのサウン
ドを再現することができます。エミュレートされているアンプとキャビネットの信号は、仮想マイクを使って取り込ま
れます。マイクは

3 種類の中から選ぶことができ、位置を変えられます。

録音のとき、多くのベースプレーヤーはミキシングボードなどの録音機器に楽器を直接接続します。通常、これに

DI ボックス（ダイレクト・インジェクション・ボックス）
DI ボックスに加えて、パッシブまたはアクティブの EQ が搭載され
たプリアンプとハードウェアのコンプレッサーを使うという方法も一般的です。Bass Amp Designer は、プロ向け
のアメリカ製 D.I. ボックスをエミュレートします。

はパッシブ（電源不要）またはアクティブ（電源が必要）の
が使われます。DI ボックスの代わりに、または
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Bass Amp Designer には 2 つのチャンネルがあり、プリアンプ用と D.I. ボックス用にそれぞれ 1 チャンネルが設
けられています。このため、演奏時や録音時のさまざまな構成において、信号経路を柔軟に変更できます。パッシ
ブまたはアクティブ

EQ 搭載のプリアンプ、コンプレッサー、ストレート・パワー・アンプ、キャビネットとマイクだ

け、D.I. ボックス単体、ベースアンプ単体、または両者を並列接続した構成に対応します。アンプの信号経路およ
び プリアンプの信号経路を参照してください。
Amp parameters

Effects parameters

Amp parameters

Model parameters

Output slider

Microphone parameters

Bass Amp Designer のインターフェイスは、4 つの主なパラメータセクションに分かれています。
• 「Model」パラメータ：下部にある黒いバーの左側の「Model」ポップアップメニューから、アンプ、キャビネッ

ト、マイクの種類が決められた構成済みモデルを選択します。黒いバーにある別のメニューを使うと、アンプ、キャ
ビネット、マイクの種類を個別に選択できます。26 ページの独自の Bass Amp Designer コンボを作成するを参
照してください。
• 「Amp」パラメータ：ノブセクションの両端にあります。これらのパラメータを使って、アンプの入力ゲイン、プ

レゼンス、出力レベルを設定します。30 ページの Bass

Amp Designer のアンプコントロールを参照してくだ

さい。
• エフェクトパラメータ：ノブセクションの中央にあります。これらのパラメータを使うと、統合された

EQ およびコ

ンプレッサーエフェクトを制御できます。「EQ」ボタンをオンにすると、コンプレッサーコントロールの上に詳細な
グラフィックまたはパラメトリック EQ が表示されます。30 ページの Bass

Amp Designer のエフェクトの概要

を参照してください。
• マイクパラメータ：インターフェイスの右端にあります。これらのパラメータでは、アンプとキャビネットのサウン

ドを取り込むマイクの種類と位置を設定します。33 ページの Bass

Amp Designer のマイクパラメータを参照

してください。
• 「Output」スライダ：
「Output」スライダは、インターフェイスの右下隅にあります。これは

Bass

Amp Designer の最終レベルコントロールとして機能し、チャンネルストリップの次のインサートスロットや、直
接チャンネルストリップ出力に送られる出力のレベルを設定するのに使用します。
参考：このパラメータは「Master」コントロールとは別のもので、2 つの目的で使用されます。1 つにはサウン
ドデザインのため、もう 1 つにはアンプセクションのレベルを制御するためです。

m

Bass Amp Designer のモデルを選択する
「Model」ポップアップメニューからアンプ、キャビネット、マイクの種類が決められた構成済みモデルを選択します。
「Model」ポップアップメニューを使うと、構成済みモデルを選択できます。また、
「Amp」、
「Cabinet」、
および「Mic」
ポップアップメニューを使って、カスタマイズしたモデルを作成することもできます。独自の

Bass Amp Designer

コンボを作成するを参照してください。選択内容はポップアップメニューに表示されるほか、メニューの上のディス
プレイにも画像で表示されます。
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Bass Amp Designer のモデル
ベース・アンプ・モデル

Bass Amp Designer は、1960 年代、1970 年代、1980 年代の最も象徴的な 3 つの真空管ベースアンプとキャ
ビネットをエミュレートします。以下の表には、各アンプと相性が良いとされるキャビネットも記載されています。
アンプモデル

キャビネット

Classic Amp

8 × 10 インチスピーカー

説明

1960 年に発表されたクラシックな 6 本
の真空管を持ったベースアンプと、チュー
ニングされたクローズドバックキャビネッ
トをエミュレートしています。このモデル
は、幅広い音楽スタイルに使うことができ
ます。

Flip Top Amp

1 × 15 インチスピーカー

1969 年に発表された 300 ワットの
チューブヘッドをエミュレートしています。
豊潤な、
基盤となるトーンに適しています。

Modern Amp

3 ウェイ・スピーカー・システム

1989 年に発表された 12 本の真空管を
持った 360 ワットヘッドをエミュレートし
ています。さまざまな音楽スタイルに使う
ことができます。非常に歯切れの良い演
奏を求める場合に最適です。

ベース・キャビネット・モデル

Bass Amp Designer で使用できる各キャビネットモデルの特徴を以下の表にまとめます。
キャビネット

説明

Modern Cabinet 15"

クローズドバック設計の

1 × 15 インチスピーカーです。とても

深い、豊潤なトーンです。

Modern Cabinet 10"

クローズドバック設計の

1 × 10 インチスピーカーです。迫力の

あるトーンです。

Modern Cabinet 6"

クローズドバック設計の

1 × 6 インチスピーカーです。

Classic Cabinet 8*10"

クローズドバック設計の

8 × 10 インチスピーカーです。

Flip Top Cabinet 1*15"

クローズドバック設計の

1 × 15 インチスピーカーです。

Modern Cabinet Distant

1 × 15 インチスピーカー、1 × 10 インチスピーカー、1 × 6
インチスピーカーのセットです。マイクを上下に動かすことができ
ます。また、マイクとキャビネットとの距離を、20

cm、30 cm、

40 cm のいずれかに指定できます。
Direct (PowerAmp Out)

エミュレートされているアンプのパワーステージからの直接信号
です。キャビネットとマイクは信号経路から取り除かれます。

Direct (PreAmp Out)

エミュレートされているアンプのプリアンプステージからの直接
信号です。キャビネット、マイク、パワーアンプは信号経路から
取り除かれます。

独自の Bass Amp Designer コンボを作成する
デフォルトのモデルを使うこともできますが、「Amp」、「Cabinet」、および「Mic」ポップアップメニューを使って
異なるアンプやキャビネットなどを独自に組み合わせることもできます。
参考：独自の組み合わせのアンプコンボを作成したら、設定ポップアップメニューを使ってこのコンボを設定ファイ
ルとして保存できます。この設定ファイルには、パラメータの変更内容も含まれます。

Bass Amp Designer のアンプを選択する
m Amp Designer インターフェイス下部の黒いバーにある「Amp」ポップアップメニューからアンプを選択します。
各アンプの特徴について詳しくは、ベース・アンプ・モデルを参照してください。
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Bass Amp Designer のキャビネットを選択する
キャビネットは、ベース・ギター・サウンドの特徴に大きく影響します（26 ページのベース・キャビネット・モデル
を参照）。
何十年も支持を得ている特定のアンプとキャビネットの組み合わせもありますが、新鮮なトーンを作り出すには、こ
うした組み合わせから離れてみることが有効です。アンプとキャビネットは手当たりしだいに組み合わせることがで
きます。ただし、キャビネットのサウンドを決める変数に関心を持ってみると、従来とは異なるアンプとキャビネット
の組み合わせについて見当がつくようになります。

m Bass Amp Designer インターフェイス下部の黒いバーにある「Cabinet」ポップアップメニューからキャビネット
を選択します。
• 古いスピーカーか新しいスピーカーか：Bass

Amp Designer の一部のモデルには、年代物のスピーカーの特

徴が取り込まれています。これらは新しいスピーカーに比べると若干締まりがなく切れ味が鈍いですが、多くの
演奏者がその滑らかさと音楽性を好んでいます。新しいキャビネットに基づくサウンドは、より歯切れ良く、鋭く
なる傾向があります。
• 大型スピーカーか小型スピーカーか：いろいろなサイズを試して、自分の音楽に最適なものを選択してください。
• 単一のスピーカーか複数のスピーカーか：ここではスピーカーの数はそれほど重要ではありません。こうしたキャ

ビネットを使う理由はほかにあります。スピーカー間で位相が相殺されることで音の陰影が増し、興味深いトーン
になるのです。
マイクの種類と配置を選択する

1

「Mic」ポップアップメニューをクリックして、マイクのモデルを選択します。
•

Condenser 87：高性能のドイツ製スタジオ用コンデンサマイクのサウンドがエミュレートされます。コンデンサ
マイクのサウンドは、きめ細かく、透明で、バランスも取れています。

•

Dynamic 20：カージオイド型指向性を持つ一般的なアメリカ製ダイナミックマイクのサウンドがエミュレートさ
れます。このマイクのサウンドは、「Condenser 87」モデルと比べると、より明るくて切れがあります。中低域
の周波数がロールオフされているため、ロックの演奏をマイキングするのに適しています。これは、ミックス内の
ほかのトラックからベース・ギター・パートを際立たせたい場合に特に便利です。

•

Dynamic 421：カージオイド型指向性を持つドイツ製ダイナミックマイクのサウンドがエミュレートされます。幅
広い周波数範囲を取り込むことができ、高域がやや強調されます。クリーンなトーンに適しています。

2

「Mic」ポップアップメニューの上にあるグラフィック内の白い点をドラッグすると、キャビネットに対するマイクの位
置と距離を設定できます。

Bass Amp Designer の信号経路
アンプの信号経路

Bass Amp Designer には 2 つのチャンネルがあり、プリアンプ用と D.I. ボックス用にそれぞれ 1 チャンネルが設
けられています。これらのチャンネルは単独で使うことも、
ミックスすることもできます。これには下部の黒いバーに
あるコントロールを使います。

重要：「Blend」スライダが左右の端に設定されていない限り、2 つのチャンネルは常に並列で使われます。
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「Cabinet」ポップアップメニューから別のモデルを選択すると、チャンネルの信号経路が変わります。
キャビネット

ブレンドスライダの位置

チャンネル 1 のルーティング

チャンネル 2 のルーティング

すべてのスピーカー・キャビ

中央

プリアンプ、パワーアンプ、
キャ

D.I. ボックス

ネット・モデル

ビネット、マイク

Direct (PowerAmp Out)

中央

プリアンプ、パワーアンプ

D.I. ボックス

Direct (PreAmp Out)

中央

プリアンプ

D.I. ボックス

すべてのスピーカー・キャビ

左端

プリアンプ、パワーアンプ、
キャ

ネット・モデル

ビネット、マイク

Direct (PowerAmp Out)

左端

プリアンプ、パワーアンプ

Direct (PreAmp Out)

左端

プリアンプ

Direct (PreAmp Out)

右端

D.I. ボックス

プリアンプの信号経路
プリアンプセクションはとても柔軟です。「On/O∂」スイッチと「Pre/Post」スイッチの組み合わせによってさまざま
な方法で使うことができます。複数のプロセッサが使われている場合、「モード」列に記載の信号経路は直列です。
つまり、あるプロセッサからの出力信号は次のプロセッサに送られます。

EQ のオン／オフ

モード

Compressor のオン／

追加の EQ のオン／

オフ

オフ

「Pre ／ Post」スイッチ

すべてオフ

O∂

O∂

O∂

EQ のみ

On

O∂

O∂

Compressor のみ

O∂

On

O∂

O∂

O∂

On

EQ から
Compressor のみ

On

On

O∂

EQ から追加の EQ

On

O∂

On

追加の EQ から
Compressor のみ

O∂

On

On

Pre

Compressor から追
EQ のみ

O∂

On

On

Post

すべてオン（EQ から追

On

On

On

Pre

On

On

On

Post

追加の

EQ のみ

のみ

加の

EQ に入った後、
Compressor へ）
加の

すべてオン（EQ から

Compressor に入っ
た後、追加の EQ へ）
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D.I. ボックスを使う

D.I. ボックスは高く評価されているアメリカ製 D.I. ユニットをモデルとしています。

D.I. ボックスのパラメータ
• 「Boost」ノブ：回して、D.I. ボックスの入力ゲインを設定します。
• 「HF

Cut」ボタン：クリックすると、ハイパスフィルタがオンになります。これはノイズの除去に使います。

• 「Tone」ノブ：回して、D.I. ボックスの音質を設定します。以下のプリセット EQ カーブの中から選択します：
•

1：100 Hz から 10 kHz にかけて -6 dB スクープされる EQ カーブです。800 Hz 周辺が最も強調されます。
アコースティック楽器や弦楽器、エレクトリックベース、キーボードに適しています。

•

2：100 Hz から 10 kHz にかけて -24 dB、V 字型ノッチ状に大きく変化する EQ カーブです。中心は 800 Hz
周辺です。エレクトリック・ベース・ギターに適しています。

•

3：100 Hz から 10 kHz にかけて -3 dB スクープされる EQ カーブです。800 Hz 〜 1200 Hz 周辺が最も
強調されます。アコースティック楽器や弦楽器、エレクトリックギター、ベースギター、キーボードに適してい
ます。

•

4：1 kHz から 10 kHz にかけて -3 dB スクープされる EQ カーブです。8 kHz 周辺が最も強調されます。
60 Hz 〜 1 kHz の周波数が、ユニティゲインよりもわずかに 1 〜 2 dB 程度ブーストされます。10 kHz を
上回る周波数は +3 dB ブーストされます。アコースティック楽器や弦楽器、エレクトリックギター、ベースギ
ター、キーボードに適しています。

•

5：10 Hz で -24 dB、900 Hz 周辺で + 3 dB という割合で上昇する、傾斜のついた EQ カーブです。アコー
スティックギターやエレクトリックギターに適しています。

•

6：10 Hz で -24 dB、900 Hz 周辺で + 3 dB という割合で上昇する、傾斜のついた EQ カーブです。
10 kHz 〜 20 kHz の範囲で信号が約 6 dB ロールオフされます。エレクトリックギターやベースギターに適し
ています。

• 「Tone」オン／オフ・ボタン：クリックすると、トーンコントロールがオンになります。

m
m

D.I. ボックスのみを使う
黒いバーにあるブレンドスライダを右端までドラッグします。

D.I. ボックスとアンプを並列で使う
黒いバーにあるブレンドスライダを左右の端以外の位置にドラッグします。
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Bass Amp Designer のアンプコントロール
アンプパラメータには、チャンネル選択、入力フィルタと入力ゲイン、およびマスター出力用のコントロールがあり
ます。ノブセクションの左端に「Gain」ノブがあり、右端に「Master」ノブと「Output」スライダがあります。
Bright switch

Master knob

Output slider

Gain knob
Channel I/II switch

アンプパラメータ
• チャンネル

I/II スイッチ：クリックすると、チャンネル I とチャンネル II が切り替わります。

• チャンネル

I はアクティブで、ゲインは 0 dB です。

• チャンネル

II はパッシブで、ゲインは -15 dB です。

• 「Bright」スイッチ：クリックすると、ノーマルとブライトのいずれかのモードに切り替わります。ブライトの位置

では、トーンに高域と中高域が追加されます。
参考：中域と高域の増加によって、ローエンドがロールオフされているように聴こえる場合があります。ボトムエ
ンドをブーストする必要があると感じられる場合は、「Bass」 EQ ノブを使います。
• 「Gain」ノブ：回して、入力信号に適用するプリアンプ処理の度合いを設定します。
「Gain」ノブはアンプモデ

ルによって作用のしかたが異なります。
• 「Master」ノブ：回して、増幅された信号のキャビネットへの出力音量を設定します。通常、
「Master」レベル

を上げると、厚みのある飽和したサウンドとなり、信号がさらに歪んで音量が大きくなります。
参考：たとえば、「Cabinet」ポップアップメニューから「Direct

(PowerAmp Out)」を選択すると、出力信

号はアンプとダイレクトボックスのミックス用フェーダーに直接送られます。ただし、「Cabinet」ポップアップメ
ニューから「Direct

(PreAmp Out)」を選択すると、出力信号がアンプとダイレクトボックスのミックス用フェー
ダーに送られる前に、「Master」ノブがプリアンプのマスター・ゲイン・コントロールとして働きます。
• 「Output」スライダ：ドラッグして、Bass

Amp Designer の最終的な出力レベルを設定します。

Bass Amp Designer のエフェクト
Bass Amp Designer のエフェクトの概要
Bass Amp Designer には、楽器のトーンを作り上げるための EQ タイプが複数あります。
EQ の音質を再現する基本的な EQ が用意されています。
アンプモデルのどの EQ にも、低域、中域、高域という同じコントロールがあります。Bass Amp Designer の EQ
選択したアンプモデルによっては、アンプモデルに内蔵の

を参照してください。

Bass Amp Designer には、追加のグラフィック EQ またはパラメトリック EQ も備わっています。これらの EQ は、
右端の「Master」ノブの上にある「EQ」スイッチでオンにします。Bass Amp Designer のグラフィック EQ およ
び Bass Amp Designer のパラメトリック EQ を参照してください。

Bass Amp Designer には、エレクトリックベース専用に作られた圧縮回路も組み込まれています。Bass Amp
Designer のコンプレッサーを参照してください。
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Bass Amp Designer の EQ
EQ セクションには、より多くの包括的な EQ ユニットがあります。これらの EQ ユニットは、Bass Amp Designer
でエミュレートされている 3 つのオリジナルのベースアンプに搭載されています。

EQ パラメータ
• EQ のオン／オフスイッチ：クリックして、EQ のオンとオフを切り替えます。
• 「Bass」ノブ、
「Mids」ノブ、「Treble」ノブ：回して、EQ の周波数域を調整します。実物のアンプにあるトー

ンコントロールのノブに似ています。
• 「Low」スイッチ：クリックして、トーンと「Bass」 EQ ノブの動作に作用する 2 つの位置を切り替えます。
•

1-2-3 スイッチ：クリックして、トーンと「Mids」 EQ ノブの動作に作用する 3 つの位置を切り替えます。

• 「High」スイッチ：クリックして、トーンと「Treble」 EQ ノブの動作に作用する 2 つの位置を切り替えます。

Bass Amp Designer のコンプレッサー
内部の圧縮回路は、Bass Amp Designer 専用に作られています。この回路には、圧縮によって生じる音量の低下
を補正する「AutoGain」機能が備わっています。

Compressor のパラメータ
• Compressor の「On/O∂」スイッチ：クリックして、Compressor のオンとオフを切り替えます。
• 「Soft/Hard」スイッチ：クリックすると、2 つの圧縮アルゴリズムのいずれかに切り替わります：
•

Fast：レベルを詳細に制御できる、強い圧縮です。より簡単にベースをアレンジになじませることができます。

•

Easy：アタックが遅くサスティンが長い圧縮です。

• 「Comp」
（Compression）ノブ：回して、入力信号に適用する圧縮の度合いを設定します。
• 「Gain」ノブ：回して、内部の「AutoGain」機能のゲインステージに対し、ゲインを加算または減算します。

参考：「AutoGain」は常に有効です。
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Bass Amp Designer のグラフィック EQ
Bass Amp Designer には、追加のグラフィック EQ またはパラメトリック EQ が備わっています。これらの EQ は、
右端の「Master」ノブの上にある「EQ」スイッチでオンにします。
参考：信号経路でコンプレッサーの前にあるグラフィック EQ は、デフォルトでは有効になっています。

グラフィック EQ のパラメータ
• 「Type」スイッチ：上の位置をクリックすると、グラフィック EQ が選択されます。下の位置をクリックすると、パ

ラメトリック EQ が選択されます。

EQ タイプを切り替えたり、追加の EQ をオフにしたりしても、グラフィック EQ とパラメトリック EQ のパラメー
タ設定は維持されます。これによって、AB パターンをすばやく比較できます。
• 「Pre/Post」スイッチ：クリックして、追加の

EQ を信号経路内でコンプレッサーの前（Pre）と後（Post）のど

ちらに挿入するかを指定します。
参考：このパラメータは、コンプレッサーがオンになっている場合のみ使用可能になります。
• 周波数スライダ：ドラッグして、各周波数帯域をブーストまたはカットする量を設定します。

Bass Amp Designer のパラメトリック EQ
Bass Amp Designer には、追加のグラフィック EQ またはパラメトリック EQ が備わっています。これらの EQ は、
右端の「Master」ノブの上にある「EQ」スイッチでオンにします。パラメトリック EQ には 2 つの EQ 帯域があり
ます：
•

HiMid：高域と中高域の周波数を制御します。

•

LoMid：低域と中低域の周波数を制御します。

パラメトリック EQ のパラメータ
• 「Type」スイッチ：上の位置をクリックすると、グラフィック EQ が選択されます。下の位置をクリックすると、パ

ラメトリック EQ が選択されます。

EQ タイプを切り替えたり、追加の EQ をオフにしたりしても、グラフィック EQ とパラメトリック EQ のパラメー
タ設定は維持されます。これによって、AB パターンをすばやく比較できます。
• 「Pre/Post」スイッチ：クリックして、追加の

EQ を信号経路内でコンプレッサーの前（Pre）と後（Post）のど

ちらに挿入するかを指定します。
参考：このパラメータは、コンプレッサーがオンになっている場合のみ使用可能になります。
• 「Gain」ノブ：回して、
「kHz」ノブで設定した周波数帯域に適用するカットまたはブーストの量を調整します。
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• 「KHz」ノブ：回して、
「Gain」ノブでカットまたはブーストする周波数帯域を設定します。
• 「Q」ノブ：回して、
「kHz」ノブで設定した周波数を取り囲む帯域の幅を設定します。

「Q」ノブの値を低くすると帯域が広くなり、影響を受ける周波数が増えます。「Q」ノブの値を高くすると帯域が
狭くなり、「kHz」ノブで設定した周波数に最も近い周波数のみが影響を受けます。

Bass Amp Designer のマイクパラメータ

Bass Amp Designer には、3 種類の仮想マイクがあります。一連の音作りに関わるその他のコンポーネントと同
様、どれを選択するかによって結果が変わります。キャビネットを選択した後は、エミュレートするマイクのタイプを
選択し、キャビネットに対するマイクの位置を調整できます。
「Mic」ポップアップメニューは、黒いバーの右端近くにあります。「Mic」ポップアップメニューの上の領域にマウ
スを移動すると、スピーカーを調整するためのグラフィックが表示されます。

Move your mouse above the
Mic pop-up menu to display
the speaker-adjustment
graphic.

マイクパラメータ
• キャビネットおよびスピーカー調整グラフィック：デフォルトでは、マイクがスピーカーコーンの中央（軸上）に

配置されます。この配置の場合、
より豊かで力強いサウンドを生み出せます。スピーカーの端にマイクを配置する
（軸外）と、明るく線の細いトーンになります。スピーカーにマイクを近付けると、低音のレスポンスが強調され
ます。
キャビネットの上にマイクの位置が表示され、
スピーカー調整グラフィックに白い点で表されます。白い点をドラッ
グすると、キャビネットに対するマイクの位置と距離が変化します。配置はニアフィールドの位置に限られます。
• 「Mic」ポップアップメニュー：以下のいずれかのマイクモデルを選択します：
•

Condenser 87：高性能のドイツ製スタジオ用コンデンサマイクのサウンドがエミュレートされます。コンデン
サマイクのサウンドは、きめ細かく、透明で、バランスも取れています。

•

Dynamic 20：カージオイド型指向性を持つ一般的なアメリカ製ダイナミックマイクのサウンドがエミュレート
87」モデルと比べると、より明るくて切れがあります。中

されます。このマイクのサウンドは、「Condenser

低域の周波数がロールオフされているため、ロックの演奏をマイキングするのに適しています。これは、ミック
ス内のほかのトラックからベース・ギター・パートを際立たせたい場合に特に便利です。
•

Dynamic 421：カージオイド型指向性を持つドイツ製ダイナミックマイクのサウンドがエミュレートされます。
幅広い周波数範囲を取り込むことができ、高域がやや強調されます。クリーンなトーンに適しています。

ヒント：複数のマイクタイプを組み合わせると面白いサウンドになります。ベースギターのトラックを複製し、両
方のトラックに

Bass Amp Designer を挿入します。違うタイプのマイクを各 Bass Amp Designer インスタン

スで選択し、そのほかのパラメータ設定はすべて同一のままにして、トラックの信号レベルを設定します。
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Pedalboard
Pedalboard の概要

「Pedalboard」は、有名な数々の「ストンプボックス」ペダルエフェクトのサウンドをシミュレートします。複数の
ストンプボックスを組み合わせて、任意のオーディオ信号を処理できます。
ペダルは追加、削除、並べ替えができます。信号はペダル領域を左から右へ流れます。スプリッターおよびミキサー
ユニットを伴う 2 つの個別のバスを追加すると、サウンドデザインを試したり、信号経路の任意の位置で正確に信
号を制御したりすることができます。
すべてのストンプボックス、スイッチ、スライダは自動化できます。8 つのマクロコントロールによって、MIDI コント
ローラを使って任意のペダルパラメータをリアルタイムで変更できます。
Routing area

Macro Controls area

Pedal area

Pedal Browser

• ペダルブラウザ：すべてのペダルエフェクトとユーティリティが表示されます。これらをペダル領域にドラッグする

と信号経路に組み込まれます。35 ページのペダルブラウザを使うを参照してください。このインターフェイス領
域は、通常とは別の読み込みモードにも使われます。36 ページの Pedalboard の読み込みモードを使うを参照
してください。
• ペダル領域：ここでは、エフェクトの順序を決めたり、エフェクトパラメータを設定したりできます。ここでストン

プボックスの追加、置き換え、削除ができます。37 ページのペダル領域を使うを参照してください。
• ルーター：Pedalboard で使用できる 2 つのエフェクトバス（
「Bus

A」と「Bus B」）での信号の流れを制御す

るために使います。38 ページの Pedalboard のルーターを使うを参照してください。
• マクロコントロール：8 つの

MIDI コントローラの割り当てに使います。これらの MIDI コントローラを使って、リ
アルタイムで任意のストンプボックスパラメータを操作できます。40 ページの Pedalboard のマクロコントロー
ルを使うを参照してください。
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ペダルブラウザを使う
Pedalboard では、インターフェイス右側のペダルブラウザに、多数のペダルエフェクトとユーティリティが用意さ
れています。各エフェクトとユーティリティは、ディストーション、モジュレーションなどのカテゴリに分けられていま
す。エフェクトとユーティリティペダルについては、以下のセクションで説明しています：
•

41 ページの Pedalboard のディストーションペダル

•

42 ページの Pedalboard のモジュレーションペダル

•

44 ページの Pedalboard のディレイペダル

•

44 ページの Pedalboard のフィルタペダル

•

45 ページの Pedalboard のダイナミクスペダル

•

45 ページの Pedalboard のユーティリティペダル
View pop-up menu

Import Mode button

ペダルブラウザを表示する／隠す

m

ペダル領域の右下隅にある三角形ボタンをクリックします。
特定のペダルグループだけをペダルブラウザに表示する

m

表示ポップアップメニューから、
「Distortion」、
「Modulation」、
「Delay」、
「Filter」、
「Dynamics」、
「Utility」
のいずれかを選択します。
選択したカテゴリのストンプボックスだけがペダルブラウザに表示されます。
すべてのペダルグループを表示するには、表示ポップアップメニューから「Show

All」を選択します。

ペダル領域にストンプボックスを追加する
以下のいずれかの操作を行います：

m

ペダルブラウザからペダル領域の適切な位置に、挿入するエフェクトをドラッグします。既存のペダルの左右または
間にドラッグできます。

m

ペダルブラウザでエフェクトをダブルクリックし、ペダル領域にある既存のストンプボックスの右端に追加します。
参考：ペダル領域のストンプボックスが選択されているときにペダルブラウザでストンプボックスをダブルクリックす
ると、選択したペダルが置き換わります。
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Pedalboard の読み込みモードを使う

Pedalboard には、ペダルの種類ごとにパラメータ設定を読み込むことができる機能があります。Pedalboard プ
ラグイン全体の設定を読み込むプラグインウインドウの「設定」ポップアップメニューとは異なり、この機能を使う
と特定の種類のストンプボックスの設定を読み込むことができます。

読み込みモードのオン／オフを切り替える

m

「Import

「Import
Mode」ボタンをクリックして、直前の Pedalboard 設定で使ったすべてのペダルを表示します。

Mode」ボタンが有効なときは、ペダルブラウザは読み込んだ設定を表示する別の表示モードに切り替わります。読
み込みモードが無効なときは、ペダルブラウザは通常の形式で表示されます。
ペダルブラウザにペダル設定を読み込む

1

「Import

Mode」ボタンをクリックして読み込みモードを有効にします。

表示メニューが「Select

Setting」ボタンに変わることに注意してください。

参考：はじめて設定を読み込む場合は、読み込む設定を選択できるダイアログが表示されます。

2

「Select

Setting」ボタンをクリックして設定を選択してから、「Open」をクリックします。

選択した設定によって、ペダルブラウザに

1 つまたは複数のストンプボックスが表示されます。読み込んだ設定の

名前が、ペダルブラウザの下に表示されます。
読み込んだペダルをペダル領域に追加する
以下のいずれかの操作を行います：

m

ペダルブラウザからペダル領域の適切な位置に、追加するストンプボックスをドラッグします。既存のペダルの左右
または間にドラッグできます。

m

ペダル領域のペダルが選択されていないことを確認してから、ペダルブラウザでストンプボックスをダブルクリック
し、ペダル領域の既存のエフェクトの右端に追加します。
参考：読み込みモードに追加されたペダルのパラメータ設定も読み込まれます。
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読み込んだペダル設定でペダル領域のペダル設定を置き換える

1

ペダル領域で、置き換えたいペダルをクリックします。
ペダルが青い枠で強調表示されます。

2

ペダルブラウザのストンプボックスをクリックすると、
ペダル領域で選択したペダル（ペダル設定）が置き換わります。
ペダル領域で選択したペダルの青い枠とペダルブラウザが点滅し、読み込まれた設定を示します。ペダルブラウザ
の下部にある設定名領域に、「Click

selected item again to revert」（「元に戻すには、選択したアイテムをも

う一度クリックします」）と表示されます。
参考：置き換えを確定するには、ペダルブラウザの背景をクリックするか、「Import

Mode」ボタンをクリック

します。

3

選択したペダルを以前の設定に戻すには、ペダルブラウザで強調表示されているストンプボックスをクリックします。
「Import

Mode」ボタンと選択したペダルの枠（ペダル領域内）がそのまま強調表示され、元の設定に戻された

ことを示します。

ペダル領域を使う
Pedalboard のストンプボックスのエフェクトペダルは実物に形状が似ているだけでなく、使いかたもよく似ていま
す。ただし、コード配線や電力供給、ねじ止めや固定器具などは不要です。ペダル領域のレイアウトは従来のペダ
ルボードに基づいており、信号は左から右に流れます。

ペダル領域にペダルを追加する
以下のいずれかの操作を行います：

m

ペダルブラウザからペダル領域の適切な位置に、挿入するストンプボックスをドラッグします。既存のペダルの左右
または間にドラッグできます。

m

ペダル領域のペダルが選択されていないことを確認してから、ペダルブラウザでストンプボックスをダブルクリック
し、ペダル領域の既存のエフェクトの右端に追加します。
参考：
「Mixer」および「Splitter」ユーティリティペダルは別の方法で挿入します。38 ページの Pedalboard の
ルーターを使うを参照してください。
ペダル領域のエフェクトペダルの位置を変更する

m

別の位置までストンプボックスを左または右にドラッグします。
オートメーションとバスルーティングが有効な場合、これらはエフェクトペダルと一緒に移動します。オートメーショ
ンとバスルーティングの詳細については、38 ページの Pedalboard のルーターを使うを参照してください。
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ペダル領域のペダルを置き換える
以下のいずれかの操作を行います：

m
m

ペダル領域の置き換えたいペダルの上に、ペダルブラウザからストンプボックスをドラッグします。
ペダル領域で置き換えたいストンプボックスをクリックして選択し、ペダルブラウザで該当するペダルをダブルクリッ
クします。
参考：置き換えができるのは「エフェクト」ペダルです。「Mixer」または「Splitter」ユーティリティは置き換えら
れません。バスルーティングは（有効な場合）、
エフェクトペダルが置き換えられても変更されません。38 ページの

Pedalboard のルーターを使うを参照してください。
ペダル領域からペダルを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

m

ペダル領域の外にペダルをドラッグします。

m

ペダルをクリックして選択し、Delete キーを押します。

Pedalboard のルーターを使う

Pedalboard には 2 つの個別の信号バス（「Bus A」と「Bus B」）があります。これらはペダル領域の上のルー
2 本の横線で表示されます。これらのバスを使うと、とても柔軟に信号の処理経路を設定できます。
ペダル領域にドラッグしたすべてのストンプボックスは、デフォルトでは「Bus A」（2 本のうちの下側の線）に挿入

ターに灰色の
されます。

参考：ペダル領域の真上にポインタを移動するとルーター領域が表示され、ポインタを外すと表示されなくなります。

2 つ目のバスルーティングを作成するときには、ポインタの位置が外れていてもルーターは引き続き表示されます。
最上部にある小さなラッチボタンをクリックすると、ルーターを閉じることができます。その後は、ポインタをかざす
とルーターは自動的に開閉します。

「Splitter」および「Mixer」ユーティリティを使う際の注意事項
ペダル領域に「Splitter」ユーティリティをドラッグすると、挿入されているペダルの右端に自動的に「Mixer」ユー
ティリティが挿入されます。
挿入されているペダルの右端、挿入されている「Splitter」ユーティリティの直後、挿入されている「Mixer」
ユーティリティの直前、またはペダル領域の空いている場所に「Splitter」ユーティリティをドラッグすることはでき
ません。
ペダル領域に「Mixer」ユーティリティをドラッグすると、
自動的に信号経路内の可能な限り手前の位置（可能な限
り左）に分岐点が作成されます。
ペダル領域の最初のスロット、挿入されている「Splitter」ユーティリティと「Mixer」ユーティリティの組み合わ
せの間、または挿入されている「Mixer」ユーティリティのすぐ右に「Mixer」ユーティリティをドラッグすることは
できません。
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2 つ目のバスルーティングを作成する
以下のいずれかの操作を行います：

m

ペダル領域の真上にポインタを移動してルーターを開き、ルーターにあるストンプボックスの名前をクリックします。
ルーターに灰色の

2 本の線が表示されます。下側の線は「Bus A」を、上側の線は「Bus B」を表しています。ペダ

ルの名前は上側の線に移動します。選択したストンプボックスが「Bus B」にルーティングされ、
自動的に「Mixer」
ユーティリティペダルが信号経路の末尾に追加されます。

m

複数のペダルが挿入されている場合、ペダル領域に「Splitter」ユーティリティペダルをドラッグします。
また、信号経路に「Mixer」がない場合は、信号経路の末尾に「Mixer」が自動的に挿入されます。

2 つ目のバスルーティングを削除する
以下のいずれかの操作を行います：

m

ペダル領域から「Mixer」および「Splitter」ユーティリティペダルを削除します。

m

ペダル領域からすべてのストンプボックスを削除します。これにより、
すべての「Mixer」ユーティリティが自動的に
削除されます。

m

2 つ目のバスからエフェクトを 1 つ削除する
ルーター内でペダル名をクリックします。（または、ペダルの真上で下側の灰色の線をクリックしても、2 つ目のバス
からペダルが削除されます。）
参考：
「Bus B」からすべてのエフェクトを削除しても、2 つ目のバスは削除されません。ペダル領域にストンプボッ
クス（エフェクト）が

「Mixer」ユーティリティペダルはペダル領域に残ります。これにより、
ウェッ
1 つでもあれば、

ト信号とドライ信号をパラレル・ルーティングできます。ペダル領域からすべてのペダルエフェクトが削除された場
合にのみ、「Mixer」ユーティリティと 2 つ目のバスは削除されます。
バス間の分岐点を設定する
複数のバスが有効な場合、ルーターの「ケーブル」（灰色の線）に沿って多数の点が表示されます。これらは、点
の左下にあるペダルの出力（ソケット）を表します。

m

適切な点をクリックして、分岐点（バス間で信号が送られる位置）を指定します。
点をクリックするとバスの間にケーブルが表示されます。
参考：「Mixer」ユーティリティの直前または直後には分岐点を作成できません。

m

「Splitter」ユーティリティとバスの分岐点を切り替える
バスの分岐点を「Splitter」ユーティリティに置き換えるには：ルーター内のバスの分岐点をダブルクリックします。
ペダル領域に「Splitter」ユーティリティが表示されます。

m

「Splitter」ユーティリティをバスの分岐点に置き換えるには：ルーター内の「Splitter」というラベルをダブルク
リックします。
ペダル領域から「Splitter」ユーティリティが削除されます。

m

ペダル領域の「Mixer」ユーティリティの位置を変更する
別の位置まで「Mixer」ユーティリティを左または右にドラッグします。
左に移動した場合、手前の挿入位置で「Bus
クトペダルが右に移動し、「Bus

A」と「Bus B」の「ダウンミックス」が行われます。関連するエフェ

A」に挿入されます。

右に移動した場合、後の挿入位置で「Bus
クトペダルが左に移動し、「Bus

A」と「Bus B」の「ダウンミックス」が行われます。関連するエフェ
A」に挿入されます。

参考：「Mixer」ペダルは、対応する分岐点や「Splitter」ユーティリティの直前または直後には移動できません。
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m

ペダル領域の「Splitter」ユーティリティの位置を変更する
別の位置まで「Splitter」ユーティリティを左または右にドラッグします。
左に移動した場合、手前の挿入位置で「Bus
動し、「Bus

右に移動した場合、後の挿入位置で「Bus
し、「Bus

A」と「Bus B」が分岐します。関連するエフェクトペダルが右に移

A」に挿入されます。
A」と「Bus B」が分岐します。関連するエフェクトペダルが左に移動

A」に挿入されます。

参考：「Splitter」ペダルは、対応する「Mixer」ユーティリティの直前（および右側）には移動できません。

Pedalboard のマクロコントロールを使う

Pedalboard には、A から H までの 8 つのマクロターゲットがあります。これらはペダル領域の下のマクロコント
ロール領域にあります。これらを使うと、挿入したストンプボックスの任意のパラメータを「Macro ＜ A–H ＞」の
対象としてマッピングできます。Pedalboard の各設定と一緒に異なるマッピングを保存できます。
「MainStage」では、コントローラの割り当てを使うか、ワークスペースに「Macro ＜ A–H ＞ Value」用のノブ
を作成します。こうすると MIDI ハードウェアのスイッチ、スライダ、またはノブを使って、マップした

Pedalboard

の「Macro ＜ A–H ＞」の対象パラメータをリアルタイムで操作できるようになります。詳しくは、「MainStage」
のヘルプを参照してください。
左下の開閉用三角形をクリックすると、マクロコントロール領域の非表示と表示が切り替わります。

• 「Macro ＜ A–H ＞ Target」ポップアップメニュー：MIDI コントローラで操作するパラメータを指定します。
• 「Macro ＜ A–H ＞ Value」スライダ／フィールド：対応する「Macro Target」ポップアップメニューから選択

したパラメータの現在の値を設定および表示します。
「Macro ＜ A–H ＞ Target」を割り当てる
以下のいずれかの操作を行います：

m

いずれかの「Macro ＜ A–H ＞ Target」ポップアップメニューから、操作したいパラメータを選択します。
各ストンプボックスパラメータが、「スロット番号̶ペダル名̶パラメータ」という形式で表示されます。たとえば、
「Slot 1̶Blue

Echo̶Time」、または「Slot 2̶Roswell Ringer̶Feedback」のように表示されます。スロッ

ト番号は、ペダル領域内の左右のどの位置にペダルが表示されているかを表します。

m

いずれかの「Macro ＜ A–H ＞ Target」ポップアップメニューから「Auto

assign」項目を選択してから、挿入

されているペダルの適切なパラメータをクリックします。
参考：「Macro ＜ A–H ＞ Target」ポップアップメニューに、選択したパラメータが表示されます。
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Pedalboard のディストーションペダル
ディストーション・エフェクト・ペダルについて以下の表にまとめます。
ストンプボックス

説明

Candy Fuzz

明るく、「ナスティ」な（よく歪む）ディストーションエフェクトです。「drive」で入力信
号のゲインを操作します。「level」でエフェクトの音量を設定します。

Double Dragon

豪華なディストーションエフェクトです。入力（「Input」）と出力（「Level」）に個別のレ
ベルコントロールがあります。「Drive」で入力信号に適用するサチュレーションの度合い
を操作します。「Tone」ノブでカットオフ周波数を設定します。「Squash」ノブで内部の
圧縮回路のしきい値を設定します。「Contour」で信号に適用するノンリニアディストー
ションの量を設定します。「Mix」でソース信号とディストーション信号の比率を設定しま
す。「Bright/Fat」スイッチで、値が固定された
数を切り替えます。青色と赤色の

2 つのハイシェルビングフィルタの周波
「Bright」および「Fat」スイッチのそれぞれ
LED は、

の状態を示します。

Fuzz Machine

アメリカン「ファズ」ディストーションエフェクトです。「Fuzz」で入力ゲインを操作しま
す。全体的な出力ゲインは「Level」で設定します。「Tone」ノブを動かして値を高くす
ると高域が上がり、同時にその分だけ低周波が低くなります。

Grinder

「Grinder」は、ローファイでダーティな「メタル」ディストーションです。「Grind」で入
力信号に適用するドライブの度合いを設定します。トーンは「Filter」ノブで操作します。
高めの値に設定すると、さらに過激でクランチなサウンドになります。「Full/Scoop」ス
イッチで、値が固定された

2 つのゲイン／ Q フィルタ設定を切り替えます。「Full」では

「Scoop」よりもフィルタリングによる効果が弱まります。全体的な出力レベルは「Level」
ノブで操作します。

Grit

激しく「ナスティ」（よく歪む）にフィルタリングされたディストーションエフェクトです。
キーボードやギターに適しています。

Happy Face Fuzz

ソフトで鳴りの良いディストーションエフェクトです。
「Fuzz」で入力信号に適用するサチュ
レーションの度合いを設定します。「Volume」で出力レベルを設定します。

Hi-Drive

信号の高周波成分を強調できるオーバードライブエフェクトです。
「Level」でエフェクトの
出力を操作します。「Treble/Full」スイッチで、値が固定されたシェルビング周波数を設
定します。入力信号の高域成分とすべての周波数のどちらを処理するかを指定できます。

Monster Fuzz

飽和した、やや激しいディストーションです。「Roar」で入力信号に適用するゲインの量
を設定します。「Growl」でサチュレーションの量を設定します。「Tone」でディストー
ションの全体的な音色を設定します。「Tone」の値を高めに設定すると信号の高域成分
が増えますが、その分全体の音量が下がります。「Texture」では、ディストーションを滑
らかにしたり粗くしたりできます。「Grain」で信号に適用するノンリニアディストーション
の量を設定します。エフェクトの出力は「Level」ノブで操作します。

Octafuzz

厚みのあるファズエフェクトです。飽和したソフトなディストーションを作成できます。
「Fuzz」で入力ゲインを操作します。「Level」でディストーション信号とソース信号の比
率を設定します。「Tone」ノブでハイパスフィルタのカットオフ周波数を設定します。

Rawk!Distortion

メタル／ハードロック用ディストーションエフェクトです。「Crunch」で入力信号に適用す
るサチュレーションの度合いを設定します。出力ゲインは「Level」で設定します。音色
は「Tone」ノブで設定します。値を高くするとサウンドの明るさが増します。

Tube Burner

真空管に基づくディストーションです。温かみのあるテクスチャから歯切れの良いオー
バードライブまで、幅広いサウンドを作り出せます。

Vintage Drive

FET（電界効果トランジスタ）で発生するディストーションをエミュレートするオーバード
ライブエフェクトです。これはソリッドステートの楽器用アンプでよく使われます。飽和状
態になると、FET は「Grinder」でエミュレートされているようなバイポーラトランジスタ
よりも温かみのある響きのディストーションを発生します。「Drive」で入力信号のサチュ
レーションの量を設定します。「Tone」でハイカットフィルタの周波数を設定します。この
値によって、ソフトなトーンになるか激しいトーンになるかが決まります。「Fat」スイッチ
を一番上まで上げると、信号の低周波成分が強調されます。「Level」でエフェクトの全
体の出力レベルを設定します。
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Pedalboard のモジュレーションペダル
モジュレーション・エフェクト・ペダルについて以下の表にまとめます。
ストンプボックス

説明

Dr Octave

クラシックなオクターバーエフェクトです。独立した

2 つのオクターブコントロールがあ

り、オーバードライブが内蔵されています。

Flange Factory
Heavenly Chorus

サウンドのあらゆる面を詳細に制御できる、高性能なフランジングエフェクトです。
サウンドに厚みを加えることができる、豊かで心地よい響きのコーラスエフェクトです。
「Rate」でモジュレーションの速度を設定します。また、「Sync」ボタンを有効にした
ときにホストアプリケーションのテンポに同期させるかどうかも設定します。同期させる
場合は、小節、拍、および音符の値（3 連符や付点音符も含まれます）を指定できます。
「Depth」でエフェクトの強度を設定します。「Feedback」を使うとエフェクトの出力が
入力に戻されます。これにより、サウンドをさらに厚くしたり、混変調を発生させたりする
ことができます。「Delay」で元の信号とエフェクト信号の比率を設定します。「Bright」
スイッチが上の位置にあるときは、周波数の固定された内部

EQ が信号に適用されます。

下の位置にあるときは、EQ はバイパスされます。

Phase Tripper

シンプルなフェイジングエフェクトです。「Rate」でモジュレーションの速度を設定しま
す。また、「Sync」ボタンを有効にしたときにホストアプリケーションのテンポに同期さ
せるかどうかも設定します。同期させる場合は、小節、拍、および音符の値（3 連符や
付点音符も含まれます）を指定できます。「Depth」でエフェクトの強度を設定します。
「Feedback」で、入力に戻されるエフェクト信号の量を指定します。これを使うと、音
質を変化させたり、スイープエフェクトをより強調したりすることができます。この

2 つを

同時に行うこともできます。

Phaze 2

柔軟性の高いデュアルフェイザーエフェクトです。「LFO

1 Rate」と「LFO2 Rate」でモ

ジュレーションの速度を設定します。また、「Sync」ボタンを有効にしたときにホストア
プリケーションのテンポに同期させるかどうかも設定します。「Ceiling」と「Floor」で、
スイープする低周波数帯を指定します。「Order」でアルゴリズムを切り替えます。数（偶
数）を大きくするにつれ、フェイジングエフェクトの激しさが増します。奇数にすると、よ
り繊細なコムフィルタリングエフェクトになります。「Feedback」で、入力に戻されるエ
フェクト信号の量を指定します。これを使うと、音質を変化させたり、
フェイジングエフェク
トをより強調したりすることができます。この

2 つを同時に行うこともできます。「Tone」

は中央の位置を起点とし、左に回すとローパスフィルタリングの量が増え、右に回すとハ
イパスフィルタリングの量が増えます。「Mix」で各フェイザーどうしのレベルの比率を設
定します。

Retro Chorus

繊細な、ビンテージのコーラスエフェクトです。「Rate」でモジュレーションの速度を設定
します。また、
「Sync」ボタンを有効にしたときにホストアプリケーションのテンポに同期
させるかどうかも設定します。同期させる場合は、小節、拍、および音符の値（3 連符
や付点音符も含まれます）を指定できます。「Depth」でエフェクトの強度を設定します。

Robo Flanger

柔軟なフランジングエフェクトです。
「Rate」でモジュレーションの速度を設定します。
また、
「Sync」ボタンを有効にしたときにホストアプリケーションのテンポに同期させるかどう
かも設定します。同期させる場合は、小節、拍、および音符の値（3 連符や付点音符も
含まれます）を指定できます。「Depth」でエフェクトの強度を設定します。「Feedback」
で、
入力に戻されるエフェクト信号の量を指定します。これを使うと、音質を変化させたり、
フランジングエフェクトをより強調したりすることができます。この

2 つを同時に行うこと

もできます。
「Manual」
ノブでソース信号とエフェクト信号の間のディレイ時間を設定しま
す。これにより、
フランジャーコーラスエフェクトが得られます。また、特に「Feedback」
の値を高くして使うと、金属的な響きのモジュレーションになります。

Roswell Ringer

送られてくるオーディオを金属的なサウンドに（または識別不能なほどに）変化させたり、
トレモロを生成したり、信号を明るくしたりすることができる、リング・モジュレーション・
エフェクトです。「Freq」ノブでフィルタカットオフの中心周波数を設定します。「Fine」
は、フィルタ周波数を微調整するためのノブです。「Lin/Exp」スイッチで、周波数カーブ
の勾配をリニア（1 オクターブに 12 ノート）と指数関数状のどちらにするかを指定します。
「FB」（フィードバック）で、入力に戻されるエフェクト信号の量を指定します。これを使
うと、音質を変化させたり、エフェクトをより強調したりすることができます。この 2 つを
同時に行うこともできます。元の信号とエフェクト信号とのバランスは「Mix」ノブで設定
します。リングモジュレーションの詳細については、170 ページの Ringshifter の概要を
参照してください。

第1章

アンプとペダル

42

ストンプボックス

Roto Phase

説明
信号に動きをつけ、信号の位相を変更するフェイザーエフェクトです。「Rate」でモジュ
レーションの速度を設定します。また、「Sync」ボタンを有効にしたときにホストアプ
リケーションのテンポに同期させるかどうかも設定します。同期させる場合は、小節、
拍、および音符の値（3 連符や付点音符も含まれます）を「Rate」ノブで指定できま
す。「Intensity」でエフェクトの強度を設定します。「Vintage/Modern」スイッチは、
「Vintage」にすると周波数が固定された内部

EQ が有効になり、「Modern」にする

と無効になります。

Spin Box

Hammond B3 オルガンでおなじみの、レスリー回転式スピーカーキャビネットをエミュ
Rate」で、
モジュレーションの最高速度を設定します。これは「Fast」ボタンが有効な場合にのみ
適用されます。「Response」で、ローターが最高および最低の速度に達するまでの時間
を設定します。「Drive」で入力ゲインを上げ、信号を歪ませます。「Bright」スイッチを
オンにすると、ハイシェルビングフィルタが有効になります。「Slow」、
「Brake」、および
「Fast」ボタンで、「スピーカー」の動作を指定します。「Slow」にすると、スピーカー
はゆっくりと回転します。「Fast」にすると、スピーカーは速く回転します。「Fast Rate」
ノブで指定した最高速度が上限です。「Brake」にすると、スピーカーの回転が停止しま
す。レスリーエフェクトの詳細については、175 ページの Rotor Cabinet エフェクトの
レートします。「Cabinet」でスピーカーボックスの種類を設定します。「Fast

概要を参照してください。

Total Tremolo

柔軟なトレモロエフェクトです（信号のレベルを変調します）。「Rate」でモジュレーショ
ンの速度を設定します。また、「Sync」ボタンを有効にしたときにホストアプリケーショ
ンのテンポに同期させるかどうかも設定します。同期させる場合は、小節、拍、および
音符の値（3 連符や付点音符も含まれます）を指定できます。「Depth」でエフェクトの
強度を設定します。「Wave」と「Smooth」は組み合わさって、LFO の波形を変化さ
せます。これを使うと、レベルを流動的に変更したり、急激に変更したりすることができ
ます。「Volume」でエフェクトの出力レベルを指定します。「1/2

Speed」および「2x
Speed」ボタンは、現在の「Rate」の値を即座に半分または倍にします。「Speed Up」
および「Slow Down」ボタンを押さえると、現在の「Rate」の値が、可能な範囲で最
大または最小の値まで徐々に変化します。

Trem-o-Tone

トレモロエフェクトです（信号のレベルを変調します）。「Rate」でモジュレーションの速
度を設定します。また、「Sync」ボタンを有効にしたときにホストアプリケーションのテ
ンポに同期させるかどうかも設定します。同期させる場合は、小節、拍、および音符の
値（3 連符や付点音符も含まれます）を指定できます。「Depth」でエフェクトの強度を
設定します。「Level」でトレモロの後のゲインの値を設定します。

the Vibe

Hammond B3 オルガンのスキャナ・ビブラート・ユニットに基づくビブラート／コーラス
エフェクトです。「Type」ノブで、3 つのビブラート（「V1」、
「V2」、
「V3」）またはコー
ラス（「C1」、
「C2」、
「C3」）のバリエーションから選択できます。「Rate」でモジュレー
ションの速度を設定します。また、「Sync」ボタンを有効にしたときにホストアプリケー
ションのテンポに同期させるかどうかも設定します。同期させる場合は、小節、拍、およ
び音符の値（3 連符や付点音符も含まれます）を指定できます。「Depth」でエフェクト
の強度を設定します。このエフェクトの詳細については、178 ページの Scanner Vibrato
エフェクトを参照してください。

Wham

ペダルで操作するピッチシフターです。「Mix」で、ソース信号とピッチをシフトした信号
のレベルのバランスを設定します。
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Pedalboard のディレイペダル
ディレイ・エフェクト・ペダルについて以下の表にまとめます。
ストンプボックス

説明

Blue Echo

ディレイエフェクトです。「Time」でモジュレーションの速度を設定します。また、
「Sync」
ボタンを有効にしたときにホストアプリケーションのテンポに同期させるかどうかも設定
します。同期させる場合は、小節、拍、および音符の値（3 連符や付点音符も含まれま
す）を指定できます。「Repeats」ノブで、ディレイの反復回数を指定します。「Mix」で
ディレイ信号とソース信号とのバランスを設定します。「Tone

Cut」スイッチで、周波数

が固定された内部フィルタ回路を操作します。これにより、より多くの低周波（「Lo」）ま
たは高周波（「Hi」）成分が聴こえるようにすることができます。「O∂」を選択して、
この
フィルタ回路を無効にすることもできます。「Through」を選択するとソース信号がその
まま次のペダルに送られます。ディレイリピートは続きます。

Spring Box

スプリング・リバーブ・ペダルです。「Time」で、リバーブの長さを短、中、長のいず
れかの値に設定します。「Tone」でカットオフ周波数を操作します。これにより、エフェ
クトが明るくなったり暗くなったりします。「Style」でアルゴリズムを切り替えます。アル
ゴリズムごとに特徴が異なります。「Boutique」、「Simple」、「Vintage」、「Bright」、
および「Resonant」から選択できます。「Mix」でソース信号とエフェクト信号の比率を
設定します。

Tie Dye Delay

温かく響くリバース・ディレイ・エフェクトです。1960 年代や

1970 年代のサイケデリッ

クロックの愛好家に最適です。

Tru-Tape Delay

ビンテージのテープ・ディレイ・エフェクトです。「Norm/Reverse」スイッチで、ディレ
イの再生方向を変更します。「Reverse」モードは青色の

「Normal」モードは
LED で、
LED で示されます。「Hi Cut」および「Lo Cut」で、周波数の固定されたフィル
タを有効にします。「Dirt」で、入力信号のゲインの量を設定します。これにより、オー
バードライブおよび飽和した音質が得られます。「Flutter」は、テープの走行メカニズム
による速度の変動をエミュレートします。「Time」でモジュレーションの速度を設定しま
す。また、「Sync」ボタンを有効にしたときにホストアプリケーションのテンポに同期さ
せるかどうかも設定します。同期させる場合は、小節、拍、および音符の値（3 連符や
付点音符も含まれます）を指定できます。「Feedback」で、入力に戻されるエフェクト
信号の量を指定します。積み重なった反復信号は、
リアルタイムで「Feedback」を調整
することにより、
ダブディレイなどのエフェクトとして創造的に使うことができます。
「Mix」
赤色の

でソース信号とエフェクト信号のバランスを設定します。

Pedalboard のフィルタペダル
フィルタ・エフェクト・ペダルについて以下の表にまとめます。
ストンプボックス

説明

Auto-Funk

オートワウ（フィルタ）エフェクトです。「Sensitivity」で、入力信号のレベルに対する
フィルタの反応の度合いを決めるしきい値を設定します。「Cuto∂」でフィルタの中心周
波数を設定します。「BP/LP」スイッチで、バンドパスまたはローパスのいずれかのフィル
タ回路を有効にします。「BP」が選択されているときは、
カットオフポイントを上回る周波
数と下回る周波数が信号からフィルタ除去されます。「LP」が選択されているときは、
カッ
トオフポイントを下回る信号だけがフィルタを通過できます。「Hi/Lo」スイッチで、プリ
セットされた

2 つの（フィルタ）レゾナンス設定のいずれかを選択します。「Up/Down」

スイッチで、正または負の方向のモジュレーションを有効にします（ソース信号の周波数
を上回ったり下回ったりすると、「ワウ」フィルタリングが発生します）。

Classic Wah

1970 年代の刑事ドラマのサウンドトラックそのものの、ファンキーなワウです。ペダルを
ドラッグして操作します。

Graphic EQ
Modern Wah

クラシックな 7 バンド EQ ペダルです。
よりアグレッシブなワウエフェクトです。ペダルをドラッグして操作します。「Mode」で、
「Retro Wah」、「Modern Wah」、「Opto Wah 1」、「Opto Wah 2」、「Volume」
の中から選択できます。それぞれ音質が異なります。「Q」ノブで共鳴特性を指定します。
Q 値を低くすると、幅広い周波数範囲に作用して、ソフトなレゾナンスになります。Q 値
を高くすると、狭い周波数範囲に作用して、一層はっきりと強調されます。
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Pedalboard のダイナミクスペダル
ダイナミクスペダルについて以下の表にまとめます。
ストンプボックス

説明

Squash Compressor

シンプルなコンプレッサーです。「Sustain」でしきい値レベルを設定します。これを上回
る信号のレベルは下げられます。「Level」で出力ゲインを指定します。「Attack」スイッ
チは、ドラムなどのアタックトランジェントの速い信号には「Fast」に設定し、弦楽器な
どアタックフェーズの遅い信号には「Slow」に設定します。

Pedalboard のユーティリティペダル

「Mixer」および「Splitter」ユーティリティペダルのパラメータについて以下の表にまとめます。
ストンプボックス

Mixer

説明
「Bus

A」の信号と「Bus B」の信号の間のレベルの関係を操作します。信号経路

のどこにでも挿入できますが、通常は信号経路の末尾（ペダル領域の右端）で使います。
詳細については、38 ページの Pedalboard のルーターを使うを参照してください。
「A/Mix/B」スイッチでは、「A」の信号をソロにしたり、「A」の信号と「B」の信号を
ミックスしたり、「B」の信号をソロにしたりすることができます。「Mix」フェーダーのレ
ベル設定は、「A/Mix/B」スイッチのすべての位置に適用されます。
ステレオインスタンスでは、「Mixer」ユーティリティによって、バスごとにパンを操作で
きます。

Splitter

信号経路のどこにでも挿入できるユーティリティです。「Splitter」には

2 通りのモードが

あります：
「Frequency」
Freq：周波数に応じて入力信号を分割するスプリッターとして機能します。
ノブで設定した周波数を上回る信号は「Bus B」に送られます。この周波数を下回る信
号は「Bus

A」に送られます。

Split：入力信号は両方のバスに均等にルーティングされます。このモードでは
「Frequency」ノブは作用しません。
詳細については、38 ページの Pedalboard のルーターを使うを参照してください。
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ディレイエフェクト

2

ディレイエフェクトの概要
ディレイエフェクトでは、入力信号を保存し（短時間保持した後で）エフェクト入力／出力に送信します。
保持して遅らせた信号は一定時間の後に繰り返され、エコーが繰り返される効果が発生します。原音よりも、その
後に続いて繰り返し響く音の方が、音量が小さくなります。ほとんどのディレイエフェクトでは、ディレイをかけた信
号の一定割合を入力にフィードバックすることもできます。これにより、微妙なコーラスに似た効果や、音が重なり
合う混沌としたオーディオを出力できます。
ディレイタイムはほとんどの場合、プロジェクトのグリッド分解能とマッチさせる（通常は音符の値かミリ秒単位で）
ことで、プロジェクトのテンポに同期できます。
ディレイの利用例としては、個々のサウンドを二重にして、複数の楽器で同じメロディを演奏しているようなサウンド
にする、エコー効果を出して、広い空間で響いているようなサウンドを作る、リズミックな効果を生み出す、ミックス
内のトラックのステレオ位置を補正する、などがあります。
ディレイエフェクトは通常、チャンネルのインサートまたはバスエフェクトとして使用されます。特殊なエフェクトをか
けるような場合を除き、（出力チャンネルの）ミックス全体に対して使われることはほとんどありません。

Delay Designer
Delay Designer の概要

Delay Designer はマルチタップディレイです。従来のディレイ装置では、回路にフィードバックできるディレイ（タッ
プ）は 1 回または 2 回が限界ですが、Delay Designer では最大 26 回まで発生させることができます。これらの
タップはすべてソース信号から送られます。タップは編集できるので、独自のディレイ効果を作成できます。

Delay Designer では、各タップのレベル、パン位置、およびピッチを制御できます。各タップはローパスフィルタ
またはハイパスフィルタでフィルタリングすることもできます。
そのほかに、エフェクト全体に関係するパラメータとして、同期、クオンタイズ、およびフィードバックがあります。

46

Delay Designer という名前が示すように、効果的なサウンドのデザインが可能です。基本的なエコーからオーディ
オのパターンシーケンサーまで、どのような場面でも使用できます。タップのタイミングと同期させることにより、複雑
で展開や動きがあるリズムを作成できます。トランスポーズやフィルタリングと適切に組み合わせれば、音楽の可能
性が広がります。また、複数のタップをほかのタップのリピートとして設定できます。これはシンプルなディレイエフェ
クトでフィードバックコントロールを使用する場合と似ていますが、リピート部分を個別に調節できる点が違います。
Sync section

Main display

Tap pads

Master section

Tap parameter bar

Delay Designer のインターフェイスは、次の 5 つのセクションで構成されています：
• メインディスプレイ：すべてのタップがグラフィカルに表示されています。この領域で、各タップのパラメータを表

示および編集できます。48 ページの Delay

Designer のメインディスプレイを参照してください。

• タップ・パラメータ・バー：選択したタップの現在のパラメータ設定の概要が、数値で表示されます。この領域で、

各タップのパラメータを表示および編集できます。59 ページの Delay

Designer のタップ・パラメータ・バーを

参照してください。

2 つのパッドを使って、Delay Designer でタップを作成できます。51 ページの Delay
Designer でタップを作成するを参照してください。

• タップパッド：この

• 「Sync」セクション：Delay

きます。60 ページの Delay

Designer での同期およびクオンタイズのパラメータは、すべてこの領域で設定で
Designer の同期モードを参照してください。

• マスターセクション：この領域には、ミックスおよびフィードバックのグローバルなパラメータが表示されます。

61 ページの Delay Designer のマスターパラメータを参照してください。
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Delay Designer のメインディスプレイ

Delay Designer のメインディスプレイは、パラメータの表示と編集に使われます。表示するパラメータを選択でき、
すべてのタップをすばやくズームしたり選択したりできます。
Toggle buttons

Tap display

Identification bar

View buttons

Autozoom button

Overview display

メインディスプレイのパラメータ
• 表示ボタン：タップディスプレイに表示する 1 つまたは複数のパラメータをクリックして指定します。Delay

Designer のタップディスプレイを使うを参照してください。
• 「Autozoom」ボタン：タップ表示がズームアウトされ、すべてのタップが表示されます。 ディスプレイを拡大

（オーバービューディスプレイで垂直方向にドラッグ）して特定のタップを表示したい場合は、「Autozoom」を
オフにします。
• オーバービューディスプレイ：時間の範囲内にあるすべてのタップが表示されます。
• 切り替えボタン：クリックすると、特定のタップのパラメータのオンとオフが切り替わります。切り替えるパラメー

タは表示ボタンで選択します。切り替えバーの左にあるラベルにはパラメータが示されています。50 ページの

Delay Designer のタップ切り替えボタンを使うを参照してください。
• タップディスプレイ：各タップが影付きの線で表示されます。各タップには

1 本の明るい線（ステレオパンの場合

は点）があり、パラメータの値を示しています。タップパラメータはタップディスプレイ領域で直接編集できます。

54 ページのタップディスプレイでパラメータを編集するを参照してください。
• 認識バー：各タップの識別文字が表示されます。各タップの時間軸上の位置を示すインジケータにもなっていま

す。バーおよびタイムラインに沿って、タップの時間軸上の位置を前後に移動させることができます。53 ページ
のタップを選択する／移動する／削除するを参照してください。
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Delay Designer のタップディスプレイを使う
表示ボタンを使って、Delay

Designer のタップディスプレイに表示するパラメータを指定します。

表示ボタンの下には切り替えバーが表示されています。これを使うと、各タップのパラメータのオンとオフが切り替
わります。

Delay Designer のオーバービューディスプレイを使うと、タップディスプレイ領域のズームとナビゲートができます。

Overview display

ヒント：タップの背面にオーバービューディスプレイが隠れている場合は、Shift キーを押すと、オーバービューディ
スプレイを前面に移動できます。
タップディスプレイに表示するパラメータを選択する

m

以下のいずれか（または複数）のボタンをクリックして、タップディスプレイに表示するパラメータを 1 つまたは複
数指定します。

• 「Cuto∂」ボタン：タップのハイパスフィルタおよびローパスフィルタのカットオフ周波数が表示されます。
• 「Reso」
（Resonance）ボタン： 各タップのフィルタのレゾナンス値が表示されます。
• 「Transp」
（Transpose）ボタン： 各タップのピッチトランスポーズが表示されます。
• 「Pan」ボタン： 各タップのパンパラメータが表示されます。
• モノラルチャンネルからステレオチャンネルの場合、各タップにはパン位置を示す線が表示されます。
• ステレオチャンネルからモノラルチャンネルの場合、各タップにはステレオバランスを示す点が表示されます。

点から外側に延びている線は、タップのステレオスプレッドを示しています。
• 「Level」ボタン： 各タップの相対的な音量レベルが表示されます。

ヒント：Command キー＋

Option キーを押すと、一時的にタップディスプレイの表示が「Level」表示に切り

替わります。
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Delay Designer のタップ切り替えボタンを使う
切り替えバーには各タップの切り替えボタンがあります。これらのボタンを使うと、すばやくグラフィカルにパラメー
タのオンとオフを切り替えることができます。切り替えるパラメータは現在の表示ボタンの選択状態によって決
まります。

1

切り替えるパラメータの表示ボタンをクリックします。

2

変更する各タップの切り替えボタンをクリックします：
• 「Cuto∂」表示：フィルタのオン／オフが切り替わります。
• 「Reso」表示：フィルタの傾斜が

6 dB 〜 12 dB の間で切り替わります。

• 「Pitch」表示：ピッチトランスポーズのオン／オフが切り替わります。
• 「Pan」表示：フリップモードが切り替わります。
• 「Level」表示：タップをミュートまたはミュート解除します。

参考：フィルタまたはピッチトランスポーズのパラメータをはじめて編集するときは、フィルタモジュールまたはピッ
チ・トランスポーズ・モジュールが自動的にオンになります。ただし、どちらかのモジュールを手動でオフにした場
合、再びオンの状態に戻すには手動で行う必要があります。
タップのミュートを一時的に切り替える

m

任意の表示で、Command キー＋

Option キーを押しながら切り替えボタンをクリックします。

Command キーと Option キーを放すと、切り替えボタンは有効な表示モードの通常の機能に戻ります。
タップディスプレイをズームする
以下のいずれかの操作を行います：

m

オーバービューディスプレイの強調表示されたセクション（明るい長方形の領域）を縦方向にドラッグします。
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m

オーバービューディスプレイの強調表示されているバー（明るい長方形の領域の右側または左側）を横方向にドラッ
グします。

参考：手動でオーバービューディスプレイを拡大する場合には、
「Autozoom」ボタンをオフにする必要があります。
少数のタップのグループをズームインした場合、オーバービューディスプレイにはすべてのタップが表示されたまま
になります。タップディスプレイに表示される領域は、オーバービューディスプレイでは明るい長方形で示されます。
タップディスプレイの別のセクションに移動する

m

オーバービューディスプレイの明るい長方形の領域の中央を横方向にドラッグします。
タップディスプレイでズームされている画面が、ドラッグに合わせて変化します。

Delay Designer でタップを作成する
ディレイタップを新規に作成するには

3 つの方法があります。タップパッドを使うか、認識バーで作成するか、既存

のタップをコピーする方法です。
複数のタップを作成する場合、最も早いのはタップパッドを使う方法です。すでに思い描いているリズムがあれば、
マウスまたはトラックパッドによるクリックではなく専用のハードウェアコントローラのボタンでそのリズムをタップし
た方が簡単な場合もあります。MIDI コントローラがある場合は、デバイスのボタンにタップパッドを割り当てること
ができます。コントローラの割り当ての詳細については、
「コントロールサーフェスサポートヘルプ」を参照してくだ
さい。
タップを作成したら、タップの位置を調整できます。なお、タップは削除できます。53 ページのタップを選択する／
移動する／削除するを参照してください。
タップには、作成した順番に文字が割り当てられます。最初に作成されたタップは「タップ

A」、2 番目のタップは

「タップ B」という具合です。一度文字が割り当てられると、時間軸上で移動しても（つまり順序を変更しても）、そ

3 つのタップを作成すると、それぞれタップ A、タッ
プ B、タップ C という名前になります。ここで、タップ B がタップ A より先に来るようにタップ B のディレイタイム
を変更しても、タップ B はタップ B という名前のままです。
れぞれのタップは同じ文字で識別されます。たとえば、最初に

認識バーには、表示中の各タップの文字が示されています。タップ・パラメータ・バーの「Tap

Delay」フィールド

には、現在選択しているタップの文字（複数のタップを選択している場合は、編集中のタップの文字）が表示されま
す（詳細については、53 ページのタップを選択する／移動する／削除するを参照してください）。
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タップパッドでタップを作成する

1

上部にあるパッド（「Start」）をクリックします。
参考：「Start」パッドをクリックすると、既存のタップはすべて自動的に消去されます。この動作のため、あるタッ
プを作成した後で、それとは別にタップを作成する場合は、認識バーを使って作成してください。
上部のパッドラベルが「Tap」に変わり、赤いタップ録音バーが表示ボタンの下にあるストリップに表示されます。

2

新しいタップの録音を始めるには、「Tap」ボタンをクリックします。

3

新しいタップを作成するには、「Tap」ボタンをクリックします。
クリックするたびにまったく同じタイミングで新しいタップが作成されるため、クリックのパターンに一致したリズムに
なります。

4

タップの作成を終了するには、「Last Tap」ボタンをクリックします。
最後のタップが追加されてタップの録音が終了し、最後のタップはフィードバックタップとなります（フィードバックタッ
プの詳細については、61 ページの Delay

Designer のマスターパラメータを参照してください）。

参考：
「Last Tap」ボタンをクリックしないと、10 秒後、または

26 番目のタップが作成されたときのいずれか早い

方のタイミングで、自動的に終了します。
認識バーでタップを作成する

m

タップを追加する位置をクリックします。

認識バーのタップをコピーする

m

選択した

1 つまたは複数のタップを、Option キーを押したまま、追加する位置にドラッグします。

コピーしたタップのディレイタイムが、ドラッグした位置に設定されます。
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タップを選択する／移動する／削除する
少なくとも 1 つのタップは、常に選択された状態になっています。選択中のタップは色で簡単に見分けられます。切
り替えバーのアイコンと、認識バーに表示されている選択中のタップの文字が、白になっています。

タップを時間軸上で前後に移動したり、完全に削除したりすることができます。
参考：タップを移動すると、タップのディレイタイムを編集することになります。
タップを 1 つ選択する
以下のいずれかの操作を行います：

m

タップディスプレイでタップをクリックします。

m

認識バーで、タップの文字をクリックします。

m

タップ名の左側にあるいずれかの矢印をクリックすると、次または前のタップを選択できます。

m

タップ名の右側にあるポップアップメニューで、タップの文字を選択します。

複数のタップを選択する
以下のいずれかの操作を行います：

m

複数のタップを選択するには：タップディスプレイの背面でドラッグします。

m

離れた位置にある複数のタップを選択するには：タップディスプレイで Shift キーを押しながらタップをクリック
します。
選択したタップを時間軸上で移動する

m

認識バーで、タップを時間軸上で前（左）または後（右）にドラッグします。
複数のタップを選択している場合でもこの方法が可能です。
参考：タップ・パラメータ・バーの「Tap
プを時間軸上で移動できます。「Tap

Delay」フィールドにあるディレイ・タイム・パラメータを編集しても、タッ
Delay」フィールドとタップの編集方法について詳しくは、59 ページの Delay

Designer のタップ・パラメータ・バーを参照してください。
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タップを 1 つ削除する
以下のいずれかの操作を行います：

m

タップを 1 つ選択し、Delete キーを押します。

m

認識バーで、タップディスプレイの下にタップの文字をドラッグします。

複数のタップを選択している場合でもこの方法が可能です。
選択中のすべてのタップを削除する

m

タップを Control キーを押したままクリック（または単に右クリック）し、
ショートカットメニューで「Delete

tap(s)」

を選択します。

タップディスプレイでパラメータを編集する
Delay Designer のタップディスプレイで縦の線として表示されているタップパラメータは、どれもグラフィカルに編
集できます。あるタップのパラメータをほかのパラメータを基準にして編集したい場合や、同時に複数のタップを編
集したりタップの値をそろえたりする必要がある場合には、タップディスプレイが最適です。
タップディスプレイでタップのパラメータを編集する

1
2

編集したいパラメータの表示ボタンをクリックします。
編集したいタップで明るくなっている線を縦方向にドラッグします（複数のタップを選択している場合は、選択してい
るタップのどれか
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複数のタップを選択している場合、選択したすべてのタップの値は互いを基準にして変更されます。
参考：上記の方法は、
「Filter

Cuto∂」および「Pan」パラメータでは少し異なります。以下の作業方法を参照して

ください。
複数のタップの値を設定する

m

タップディスプレイにある複数のタップに対して Command キーを押したまま横方向にドラッグします。
タップでドラッグする際に、パラメータ値がポインタ位置に合わせて変化します。Command キーを押しながら複数
のタップをドラッグすると、紙に鉛筆で曲線を描くのと同じように、値の曲線を描くことができるということです。

複数のタップの値をそろえる

1 Command キーを押しながらタップディスプレイをクリックし、Command キーを押したままドラッグします。
ドラッグに合わせてポインタが軌跡を描きます。

2

該当する位置をクリックして、線の終点をマークします。
始点と終点の間にあるタップの値が線とそろいます。
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タップの値をリセットする

Delay Designer のタップディスプレイまたはタップ・パラメータ・バーを使うと、タップパラメータをデフォルトの
値にリセットすることができます。

m

タップディスプレイでパラメータをデフォルト設定にリセットするには：Option キーを押しながらタップをクリックす
ると、選択したパラメータがデフォルト設定にリセットされます。
複数のタップを選択している場合は、いずれかのタップを Option キーを押しながらクリックすると、選択中のすべ
てのタップでそのパラメータがデフォルト値にリセットされます。

m

タップ・パラメータ・バーでパラメータをデフォルト設定にリセットするには：Option キーを押しながらパラメータ
の値をクリックすると、デフォルトの設定値にリセットされます。
複数のタップを選択している場合は、いずれかのタップのパラメータを Option キーを押しながらクリックすると、選
択しているすべてのタップのパラメータがデフォルト値にリセットされます。
タップディスプレイでフィルタのカットオフを編集する
「Cuto∂」表示で、各タップは

2 つのパラメータ（ハイパスフィルタとローパスフィルタのカットオフ周波数）を示し

ています。

m

カットオフ周波数の線（上の線がローパス、下の線がハイパス）をドラッグし、フィルタのカットオフ値を個別に調
整します。両方のカットオフ周波数の間にある領域でドラッグすると、同時に両方を調整できます。

ハイパスフィルタのカットオフ周波数値がローパスフィルタのカットオフ周波数値より低い場合、表示される線は

1

本だけです。この線は、両フィルタを通過する周波数帯域を表しています（つまり両フィルタはバンドパスフィルタと
して機能します）。この設定の場合、2 つのフィルタは直列に機能します。つまり、タップはまず最初のフィルタを通
過し、続いて次のフィルタを通過します。
ハイパスフィルタのカットオフ周波数値がローパスフィルタのカットオフ周波数値より高い場合、フィルタの動作は直
列から並列に移行します。つまり、タップは両方のフィルタを同時に通過します。この場合、2 つのカットオフ周波
数の間の幅が遮断される周波数帯域となります（つまり、両フィルタはバンド遮断フィルタの役割を果たします）。
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タップディスプレイでパンを編集する
「Pan」表示での「Pan」パラメータ表示方法は、入力チャンネル設定（モノラルからステレオ、ステレオからステ
レオ）で異なります。
• モノラル入力／ステレオ出力の設定では、すべてのタップはまずセンターにパンされます。
• ステレオ入力／出力設定の場合、
「Pan」パラメータはステレオ空間におけるタップ位置ではなく、ステレオバラ

ンスを調整します。
参考：「Pan」は、モノラル設定では使用できません。

m

モノラル入力／ステレオ出力設定でのパン位置を編集するには：タップのセンターからタップをパンしたい方向に縦
方向にドラッグします。
白い線がセンターからドラッグした方向に延び、タップのパン位置に反映されます（複数のタップを選択の場合は複
数に反映）。
センター位置より上のラインは左へのパンを、センター位置より下のラインは右へのパンを表します。左側（青色）
と右側（緑色）のチャンネルは簡単に見分けがつきます。
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m

ステレオ入力／ステレオ出力設定でのステレオバランスを編集するには：
「Pan」パラメータ（タップの上にドットと
して表示されます）をタップの上または下にドラッグして、ステレオバランスを調整します。
デフォルトでは、ステレオスプレッドは

100 ％に設定されています。スプレッドの幅を調整するには、どちらかの側

のドットをドラッグします。調節すると、ドットから外に延びている線の幅が変わります。タップ・パラメータ・バーの
スプレッドパラメータを確認しながら調整してください。

ショートカットメニューコマンドでタップを編集する

m

タップディスプレイのタップを Control キーを押しながらクリック（または右クリック）して、ショートカットメニュー
から以下のいずれかのコマンドを選択します：
•

Copy sound parameters：選択中の 1 つまたは複数のタップの全パラメータ（ディレイタイムは除きます）を
コピーします。

•

Paste sound parameters：タップのパラメータを、選択中の 1 つまたは複数のタップにクリップボードから
ペーストします。タップディスプレイで選択したよりも多数のタップがクリップボードに保存されている場合、
クリッ
プボードに残っている余分なタップは無視されます。

•

Reset sound parameters to default values：選択中のすべてのタップの全パラメータ（ディレイタイムは
除きます）をデフォルト値にリセットします。

•

2 x delay time：選択中のすべてのタップのディレイタイムを倍の長さにします。たとえば、3 つのタップのディ
A = 250 ms、タップ B = 500 ms、タップ C = 750 ms と設定したとします。この 3 つ
のタップを選択してから「2 x delay time」を選択すると、タップ A = 500 ms、タップ B = 1000 ms、タッ
プ C = 1500 ms というディレイタイムに変更されます。つまり、リズミカルなディレイパターンが半分の速度で

レイタイムを、タップ

展開されます。（音楽的な表現を使うと、半分のテンポで演奏されるということです。）
•

1/2 x delay time：選択中のすべてのタップのディレイタイムを半分の長さにします。先ほどの例で「1/2 x
delay time」を選択すると、タップ A = 125 ms、タップ B = 250 ms、タップ C = 375 ms というディレイタ
イムに変更されます。つまり、リズミカルなディレイパターンが 2 倍の速度で展開されます。（音楽的な表現を使
うと、倍のテンポで演奏されるということです。）

•

Delete tap(s)：選択中のすべてのタップを削除します。
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Delay Designer のタップ・パラメータ・バー
タップ・パラメータ・バーからは、選択したタップのすべてのパラメータにアクセスできます。タップ・パラメータ・
バーには、「Transpose」や「Flip」など、タップディスプレイでは使用できないパラメータも表示されます。
選択した

1 つのタップのパラメータはすばやく正確に編集できます。全パラメータを表示できるため、ディスプレイ

表示を切り替えたり縦線で値を計算したりする必要がないからです。タップディスプレイで複数のタップを選択してい
る場合、選択したすべてのタップの値は互いを基準にして変更されます。

Option キーを押しながらパラメータの値をクリックすると、デフォルトの設定値にリセットされます。複数のタップ
を選択している場合は、いずれかのタップのパラメータを Option キーを押しながらクリックすると、選択している
すべてのタップのパラメータがデフォルト値にリセットされます。

タップ・パラメータ・バーのコントロール
• フィルタ・オン／オフ・ボタン： 選択したタップのハイパスフィルタおよびローパスフィルタのオンとオフを切り替

えます。
• 「HP −

（単位は
•

cuto∂ − LP」フィールド：ドラッグして、ハイパスフィルタおよびローパスフィルタのカットオフ周波数
Hz）を設定します。

slope ボタン： ハイパスフィルタおよびローパスフィルタのスロープの傾斜を指定します。「6」 dB ボタンをク
リックするとフィルタの傾斜が穏やかになり、
「12」 dB ボタンをクリックすると傾斜が急になってより際立ったフィ
ルタリング効果が得られます。
参考：ハイパスフィルタおよびローパスフィルタの傾斜は、別々には設定できません。

• 「reso」
（resonance）フィールド：ドラッグして、両方のフィルタのフィルタレゾナンス量を設定します。
• 「Tap

Delay」フィールド： 上段には選択したタップの番号と名前、下段にはディレイタイムが表示されます。

• ピッチ・オン／オフ・ボタン：クリックして、選択したタップのピッチトランスポーズのオンとオフを切り替えます。
• 「transp」
（transpose）フィールド： 左側のフィールドでは、半音単位でピッチをトランスポーズします。右側

のフィールドでは、セント単位（半音の

100 分の 1）で各半音を微調整します。

• 「ﬂip」ボタン：ステレオイメージの左右が入れ替わります。 このボタンをクリックするとタップ位置が左から右、

または右から左に逆転します。たとえばタップが

55 ％左に設定されている場合、「ﬂip」ボタンをクリックするこ

とで 55 ％右になります。
• 「pan」フィールド：ドラッグして、モノラル信号のパン位置、ステレオ信号のステレオバランスを設定します。
• 「pan」には、パン位置またはタップのバランスが、100％（すべて左）〜−

センテージで表示されます。値が

100％（すべて右）というパー
0 ％の場合はセンターのパノラマ位置です。

• 「spread」フィールド：ドラッグして、ステレオからステレオのインスタンスで選択したタップのステレオスプレッ

ドの幅を設定します。
• 「mute」ボタン：クリックして、選択したタップをミュート（無音にする）またはミュート解除します。
• 「level」フィールド：ドラッグして、選択したタップの出力レベルを設定します。
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Delay Designer の同期モード

Delay Designer は、プロジェクトのテンポに同期するか、独立して進行できます。同期モードの場合、音符の継続
時間に基づいて、音楽的に適当な場所のグリッドにタップがスナップします。同期モードの場合は、スウィング値も
設定できます。この値によってグリッドの厳密なタイミングを変えることができるので、各タップにリラックスした（機
械的ではない）雰囲気を出すことができます。同期モード以外では、タップはグリッドにスナップせず、スウィング値
も設定できません。
同期モードがオンの場合は、選択したグリッドパラメータ値に対応するグリッドが認識バーに表示されます。すべて
のタップはグリッド上の最も近いディレイタイムの値に移動します。以降に作成または移動されるタップは、グリッド
上の位置にスナップされます。

Delay Designer 設定を保存すると、同期モードのステータス、グリッド値、各タップのグリッド位置、およびスウィ
ング値はすべて保存されます。これにより、設定が作成されたプロジェクトのテンポとは異なるテンポのプロジェクト
に設定が読み込まれた場合でも、すべてのタップにおいて、相対的な位置とリズムが新しいテンポで維持されます。
参考：Delay

Designer では、最長で 10 秒のディレイタイムを設定できます。つまり、読み込む設定よりもプロ
ジェクトのテンポが遅い場合、10 秒の制限を超えてしまうタップが出てくる可能性があります。その場合は、タップ
は再生されませんが、設定の一部として保存されています。

同期パラメータ
• 「Sync」ボタン： 同期モードのオン／オフを切り替えます。
• 「Grid」ポップアップメニュー： 音符の継続時間に対応したグリッド分解能を選択します。 グリッド分解能は、プ

ロジェクトテンポと共に各グリッド間隔の長さを指定します。グリッド分解能を変更すると、それに従って、認識
バーに表示される間隔も変化します。これにより、すべてのタップのステップ制限も指定されます。

120 bpm に設定されているプロジェクトがあるとします。「Grid」ポップアップメニューの
125 ミリ秒
（ms）です。現在タップ A が 380 ms に設定されている場合、同期モードをオンにするとタップ A は 375 ms
になります。もしタップ A を時間軸上で進めようとすると、タップ A は 500 ms、625 ms、750 ms ... という
順にスナップします。8 分音符の分解能では、ステップは 250 ms 間隔なので、タップ A は最も近い目盛（500
ms）に自動的にスナップし、750 ms、1000 ms、1250 ms ... という順に移動します。
たとえば、テンポが

値は「1/16」
（16 分音符）に設定されています。このテンポとグリッド分解能では、各グリッド間隔は
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• 「Swing」フィールド：ドラッグして、次に続くグリッド間隔が、絶対的なグリッド位置にどれだけ近付くかを指定

します。
• 設定が

50 ％の場合、グリッド間隔はすべて同じ値になります。

• 設定が

50 ％未満の場合、次に続くグリッド間隔は時間軸上でより短くなります。

• 設定が

50 ％を超える場合、次に続くグリッド間隔は時間軸上でより長くなります。

ヒント：次に続く間隔のグリッド位置を微妙に変化させると（値は

45 〜 55 ％）、リズムの印象がより柔らかくな

ります。スウィング値を高い値にすると、次に続く間隔はその後の間隔のすぐ近くに配置されるため、効果は微
妙どころではなくなります。高い値を使用すると、グリッドを保持して一部のタップをプロジェクトテンポに厳密に
同期させ、そのほかのタップには面白くて複雑な二重のリズムを持たせることができます。

Delay Designer のマスターパラメータ

マスターセクションには、2 つのグローバル関数のパラメータがあります：ディレイフィードバックとドライ／ウェット
のミックスです。
シンプルなディレイの場合、ディレイをリピートするにはフィードバックを使用するのが唯一の方法です。Delay

Designer は 26 のタップを備えているため、これを使ってリピートを作成できます。個々のタップにフィードバック
動作の指示をする必要はありません。
また、Delay

Designer のグローバルなフィードバックパラメータを使用すると、ユーザが定義した 1 つのタップの

出力をエフェクト入力経由で送り返し、自律的なリズムやパターンを作ることができます。この種類のタップはフィー
ドバックタップと呼ばれます。

マスターパラメータ
• 「Feedback」ボタン：フィードバックタップのオン／オフが切り替わります。
• フィードバック・タップ・ポップアップメニュー：フィードバックタップ用のタップを選択します。
• フィードバック・レベル・ノブ： 回してフィードバックタップの出力レベルを設定します（フィードバックタップが

Delay Designer の入力に戻される前に）。
• 値が

0 ％のときは、フィードバックが発生しません。

• 値を

100 ％にすると、フル音量で Delay Designer の入力にフィードバックタップが送られます。

参考：フィードバックがオンの最中にタップパッドでタップの作成を開始すると、フィードバックは自動的にオフに
なります。タップパッドでタップの作成を停止すると、フィードバックは自動的にオンに戻ります。
• 「Mix」スライダ：ドラッグして、ドライ入力信号と処理後のウェット信号のレベルを個別に設定します。

第2章

ディレイエフェクト

61

Echo
ディレイタイムを常にプロジェクトテンポに同期させる、
シンプルなエコーエフェクトです。曲とテンポが合ったエコー
をすばやく作成できます。

Echo のパラメータ
• 「Time」ポップアップメニュー：プロジェクトのテンポに基づいて、音符の継続時間におけるディレイタイムのグ
リッド分解能を選択します。
• 「T」の値は

3 連符を表します。

• 「.」の値は付点音符を表します。
• 「Repeat」スライダ／フィールド：ドラッグして、ディレイエフェクトのリピート頻度を指定します。
• 「Color」スライダ／フィールド：ドラッグして、ディレイ信号のハーモニック量（音色）を設定します。
• 「Dry」および「Wet」スライダ／フィールド：ドラッグして、オリジナル信号とエフェクト信号の量を設定します。

Sample Delay
Sample Delay は、エフェクトというよりはユーティリティに近いものです。これを使うと、単独のサンプル値のみ
でチャンネルにディレイをかけることができます。

Sample Delay は、Gain エフェクトの位相反転機能と一緒に使用した場合、マルチ・チャンネルのマイクで発生
するタイミングの問題を修正するのに役立ちます。また、ステレオマイクのチャンネルセパレーションをエミュレート
するという、クリエイティブな使いかたも可能です。

1 回のサンプル（周波数 44.1 kHz の場合）は、音波が 7.76 ミリメートル進むのにかかる時間と同じです。ステレ
13 サンプル分のディレイをかけると、2 本のマイクが 10 センチメートル離れている

オマイクの片方のチャンネルに
状態がエミュレートされます。

Sample Delay のパラメータ
• 「Delay」スライダ／フィールド（ステレオバージョンでは「Delay L」と「Delay R」
）：ドラッグして、入力信
号にディレイをかけるサンプルの数を指定します。
• 「Link

L & R」ボタン（ステレオバージョンのみ）：オンにすると、左右のチャンネルでサンプルの数が同じにな

ります。一方のチャンネルの値を調整すると、他方のチャンネルも調整されます。
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Stereo Delay
Stereo Delay では、左右のチャンネルのディレイ、フィードバック、ミックスの各パラメータを別々に設定できます。
各ステレオサイドにあるクロスフィードノブは、フィードバックの強さ（つまり各信号が逆のステレオサイドに送られ
るレベル）を指定します。両方のステレオサイドに対して個別にディレイを作成したいときは、モノラルのトラックま
たはバスで Stereo

Delay を使用できます。

参考：モノラルチャンネルのストリップに

Stereo Delay を使用している場合、トラックやバスには挿入位置から 2

つのチャンネルが現れます（選択したスロットより後ろのインサートスロットはすべてステレオになります）。

左右のディレイパラメータは同じです。以下では左チャンネルについてのみ説明します。名前が異なる場合は、括弧
の中に右チャンネルのパラメータの名前を記載します。両方のチャンネルに共通のパラメータについては、チャンネ
ルのパラメータの後に説明します。
チャンネルのパラメータ
• 「Left

（Right Input）
ポップアップメニュー： 2 つのステレオサイドへの入力信号を選択します。「O∂」、
Input」
「Left」、「Right」、「L+R」、および「L-R」から選択できます。

• 「Left

Delay」（Right Delay）フィールド：ドラッグして、ディレイ時間をミリ秒単位で設定します。（ディレイ

タイムをプロジェクトのテンポに同期させている場合、このパラメータは使用できません）。
• 「Groove」スライダ／フィールド：ドラッグして、絶対的なグリッド位置に対する後続のディレイリピートの近さ

を指定します（後に続くディレイリピートがどれだけ近いかということです）。
• 音符ボタン：クリックして、ディレイタイムのグリッド分解能を設定します。 これはノートの長さとして表されます。

（ディレイタイムをプロジェクトのテンポに同期させていない場合は使用できません。）
• 「Left

Feedback」（Right Feedback）ノブ／フィールド： 回して左右のディレイ信号のフィードバックの量を

設定します。
• 「Crossfeed

Left to Right」（Crossfeed Right to Left）ノブ／フィールド： 回して左チャンネルのフィード

バック信号を右チャンネルに、右チャンネルのフィードバック信号を左チャンネルに転送します。
• 「Phase」ボタン（左右のフィードバック用）
：クリックして、対応するチャンネルのフィードバック信号の位相を反

転します。
• 「Phase」ボタン（左右のクロスフィード用）
：クリックして、クロスフィードされたフィードバック信号の位相を反

転します。
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共通のパラメータ
• 「Beat

Sync」ボタン： 回してディレイリピートをプロジェクトのテンポに同期させます。

• 「Output

Mix」（「Left」および「Right」）スライダ／フィールド：ドラッグして、左右のチャンネルの信号を

個別に制御します。
• 「Low

Cut」および「High Cut」スライダ／フィールド：ドラッグして、「Low Cut」値より低い周波数、およ
Cut」値より高い周波数をソース信号からカットします。

び「High

Tape Delay
Tape Delay は、旧式のテープエコーマシンのサウンドをシミュレートします。任意の速度を設定することも、プロ
ジェクトのテンポに同期させることもできます。このエフェクトはフィードバックループにハイパスフィルタとローパス
フィルタを備えているため、本物のダブエコー効果を簡単に作り出すことができます。Tape
イムモジュレーション用の

Delay は、ディレイタ
LFO も備えています。これを使うと、長いディレイであっても、コーラス効果を作り出す

ことができます。

Tape Delay のパラメータ
• 「Feedback」スライダ： 入力に戻される、ディレイとフィルタリングが適用された信号の量をドラッグして設定
します。 最小値に設定すると、エコーが 1 回かかります。100 ％に設定すると、信号が無限に繰り返されます。
原音信号とそのタップ（エコーリピート）のレベルが加算されていく傾向があり、その結果、歪みが発生するこ
とがあります。このような場合は、内蔵のテープサチュレーション回路を使うと、信号が過剰気味になっても良好
なサウンド品質が得られます。
• 「Freeze」ボタン： 現在のディレイリピートを取り込み、
「Freeze」がオフになるまでそれを保持します。
• 「Delay」フィールド：ドラッグして、ディレイ時間をミリ秒単位で設定します。（ディレイタイムをプロジェクトの

テンポに同期させている場合、このパラメータは使用できません。）
• 「Sync」ボタン：クリックすると、ディレイリピートがプロジェクトのテンポに同期します（テンポの変化

もあります）。
• 「Tempo」フィールド：ドラッグして、ディレイ時間を

bpm（1 分当たりの拍数）単位で設定します。（ディレ

イタイムをプロジェクトのテンポに同期させている場合、このパラメータは使用できません。）
• 「Groove」スライダ／フィールド：ドラッグして、絶対的なグリッド位置に対する後続のディレイリピートの近さを

指定します（後に続くディレイリピートがどれだけ近いかということです）。「Groove」設定が
ディレイのディレイタイムは同一になります。設定が

50 ％の場合、各
50 ％未満の場合、後続の各ディレイは時間軸上でより早く

50 ％を超える場合、後続の各ディレイは時間軸上でより遅く再生されます。付点音符の
値を作成したい場合は「Groove」スライダを右端（75 ％）まで動かします。3 連符の場合は 33.33 ％の設定
再生されます。設定が

を選択してください。
• 音符ボタン：ディレイタイムのグリッド分解能を設定します。 これはノートの長さとして表されます。
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• 「Low

Cut」および「High Cut」スライダ／フィールド：ドラッグして、「Low Cut」値より低い周波数、およ
Cut」値より高い周波数をソース信号からカットします。 ハイパスフィルタとローパスフィルタを使い、

び「High

タップ（ディレイリピート）のサウンドを成形できます。フィルタはフィードバック回路にあるので、ディレイリピー
トが発生するたびにフィルタ効果が強まります。濁った感じを強めたい場合は、「High
かします。エコーを薄めにしたい場合は、
「Low

Cut」スライダを左に動
Cut」スライダを右に動かします。エフェクトが聞こえない場合

は、「Dry」／「Wet」コントロール、およびフィルタ設定の両方を確認してください。
• 「Smooth」スライダ／フィールド：ドラッグして LFO とフラッター効果を抑えます。
• 「LFO

Rate」ノブ／フィールド： 回して LFO の速度を設定します。

• 「LFO

Depth」ノブ／フィールド： 回して LFO モジュレーションの量を設定します。 値が 0 の場合、ディレイモ

ジュレーションはオフになります。
• 「Flutter

Rate」および「Flutter Intensity」スライダ／フィールド：アナログテープのディレイ装置で使用さ

れる、テープの不規則な走行速度をシミュレートします。
• 「Flutter

Rate」：ドラッグして速度を設定します。

• 「Flutter

Intensity」：ドラッグして効果の強さを指定します。

• 「Dry」および「Wet」スライダ／フィールド：ドラッグして、オリジナル信号とエフェクト信号の量を個別に制御

します。
• 「Distortion

Level」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）：ドラッグして、ディストーション（テープサ

チュレーション）信号のレベルを設定します。
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3

ディストーションエフェクト

ディストーションエフェクトの概要
ディストーションエフェクトは、真空管、トランジスタ、またはデジタル回路で生み出されるディストーションをシミュ
レートします。
真空管はデジタルオーディオ技術が発達する前からオーディオアンプに使用されています。現在でも楽器のアンプに
使用されることがあります。真空管に過剰な負荷をかけると、
ロックやポップミュージックでよく使われる音楽的に心
地の良い歪みが生じます。真空管によるアナログディストーションをかけると、信号が独特の温かみと鋭さを帯
びます。
意図的に信号のデジタルディストーションやクリッピングを発生させるディストーションエフェクトもあります。これら
のエフェクトは、歌や曲などのトラックを加工して緊張感のある人工的な響きを出したり、効果音を作成したりする
場合に使用できます。
ディストーションエフェクトには、信号を（通常は周波数ベースのフィルタとして）どのように変質させるかを調整す
るトーン用パラメータと、信号の出力レベルの変化を調整するゲイン用パラメータがあります。
警告：出力レベルを高く設定すると、ディストーションエフェクトが聴覚およびスピーカーに悪影響を及ぼすことが
あります。エフェクト設定を調整するときは、トラックの出力レベルを下げておき、徐々にレベルを上げていくこと
をお勧めします。

Bitcrusher
Bitcrusher は低分解能のデジタル・ディストーション・エフェクトです。初期のデジタル・オーディオ・デバイスの
サウンドをエミュレートしたり、サンプルレートを分割することで意図的にエイリアシングを作り出したり、識別不能
なレベルにまで信号を歪ませたりするのに使用できます。

Bitcrusher のパラメータ
• 「Drive」スライダ／フィールド：ドラッグして、入力信号に加えるゲインの量（デシベル単位）を設定します。
参考：「Drive」レベルを上げると、Bitcrusher の出力時でのクリッピング量も増加しやすくなります。
• 「Resolution」スライダ／フィールド：ドラッグして、ビットレートを設定します（1 〜

24 ビット）。これにより、

処理の計算精度が変わります。値を下げるとサンプリングエラー数が増加し、ディストーションが強くなります。
ビットレートを極端に低くすると、ディストーションの量は使用可能な信号のレベルよりも大きくなります。
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• 波形ディスプレイ：ディストーション処理にパラメータが及ぼす影響を示します。
• 「Downsampling」スライダ／フィールド：ドラッグして、サンプルレートを下げます。 値が「1x」の場合は

信号は変わらず、「2x」の場合はサンプルレートが元の信号の半分に、「10x」の場合は

10 分の 1 に低減しま
す。（たとえば、
「Downsampling」を「10x」に設定した場合は 44.1 kHz の信号が 4.41 kHz でサンプリン
グされます。）
参考：「Downsampling」は、信号の再生速度やピッチには影響を与えません。
• 「Mode」ボタン：ディストーションモードを「押さえ込む」
、「カット」、または「ずらす」に設定します。クリッ

プレベルを超える信号のピークは処理されます。
参考：
「Clip

Level」パラメータは、3 つのいずれのモードの動作にも大きく影響します。これは波形ディスプレ
Level」スライダを調整して、どのように機能するかを把握

イに反映されるので、各モードボタンを試し、「Clip
してください。

• 「押さえ込む」ボタン：クリッピングのしきい値を超えると信号の中間部分のレベルが半分になります。これに

より、ディストーションがソフトになります。 信号の最初と最後のレベルは変わりません。
• 「カット」ボタン：クリッピングのしきい値を超えると、信号が突然歪みます。 ほとんどのデジタルシステムで

発生するクリッピングは、カットモードに近くなります。
• 「ずらす」ボタン：しきい値を超えると信号の最初、中間、最後のレベルがオフセットされます。これにより、

信号レベルがしきい値を超えた地点でディストーションが弱まります。 クリップ信号の中間部分も、カットモー
ドよりもソフトになります。
• 「Clip

Level」スライダ／フィールド：ドラッグして、信号がクリッピングを開始する地点を設定します（チャンネ

ルストリップのクリッピングしきい値よりも下です）。
• 「Mix」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：ドラッグして、ドライ（オリジナル）信号とウェット（エフェ

クト）信号のバランスを設定します。

Clip Distortion
Clip Distortion は、予想もつかないようなスペクトラムを発生する、ノンリニアのディストーションエフェクトです。
過剰に負荷がかかった真空管によって発生する温かみのあるサウンドをシミュレートできるだけでなく、ヘビーな
ディストーションを作り出すこともできます。

Clip Distortion は、フィルタを直列に接続した独特の構造をしています。入力信号は「Drive」の値で増幅され
た後、ハイパスフィルタを通過し、続いてノンリニアディストーションがかけられます。ディストーション処理の後、信
号はローパスフィルタを通過します。エフェクトのかかった信号は元の信号と再び組み合わさり、そのミックス信号
が別のローパスフィルタを通過します。3 つのフィルタのスロープは、いずれも 6

db/Oct です。

この独特な組み合わせのフィルタによって、周波数スペクトラムにギャップが生じ、この種のノンリニアディストーショ
ンで優れたサウンドを得ることができるのです。
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Clip Distortion のパラメータ
• 「Drive」スライダ／フィールド：ドラッグして、入力信号に適用するゲインの量を設定します。 信号は「Drive」
の値で増幅された後、ハイパスフィルタを通過します。
• 「Tone」スライダ／フィールド：ドラッグして、
ハイパスフィルタのカットオフ周波数（ヘルツ単位）を設定します。
• 「Clip

Circuit」ディスプレイ：「High Shelving」フィルタパラメータ以外のすべてのパラメータの影響を表示

します。
• 「Symmetry」スライダ／フィールド：ドラッグして、信号に加えるノンリニア（非対称）のディストーションの量

を設定します。
• 「Clip

Filter」スライダ／フィールド：ドラッグして、最初のローパスフィルタのカットオフ周波数（ヘルツ単位）

を設定します。
• 「Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、
「Clip

Filter」での処理後の、エフェクトのかかった（ウェット）信

号と元の（ドライ）信号との比率を設定します。
• 「Sum

LPF」ノブ／フィールド：ドラッグして、ローパスフィルタのカットオフ周波数（ヘルツ単位）を設定しま

す。ミックスされた信号を処理します。
• 「High

Shelving」の「Frequency」ノブ／フィールド： 回して、ハイ・シェルビング・フィルタの周波数（ヘ
Shelving」の「Frequency」を 12 kHz 付近に設定すると、ステレオのハ

ルツ単位）を設定します。「High

イファイアンプかミキサー・チャンネル・ストリップの高音部コントロールのように使用できます。ただし、高音部
コントロールとは異なる点として、「Gain」パラメータを使うことにより信号を最大で ±

30 dB 増幅またはカッ

トできます。
• 「High

Shelving」の「Gain」ノブ／フィールド： 回して、ハイ・シェルビング・フィルタの周波数より上の出

力信号に加えるゲインの量を設定します。
• 「Input

Gain」フィールド／スライダ（拡張パラメータ領域）：ドラッグして、入力信号に適用するゲインの量を

設定します。
• 「Output

Gain」フィールド／スライダ（拡張パラメータ領域）：ドラッグして、出力信号に加えるゲインの量を

設定します。

Distortion エフェクト
Distortion エフェクトは、バイポーラトランジスタによるローファイなディストーションをシミュレートします。オー
バードライブをかけたアンプを通した楽器演奏をシミュレートしたり、独特なディストーションサウンドを作成したり
するのに使用できます。

「Distortion」パラメータ
• 「Drive」スライダ／フィールド：ドラッグして、信号に加えるサチュレーションの量を設定します。
• ディスプレイ： 信号にパラメータが及ぼす影響を示します。
• 「Tone」ノブ／フィールド： 回して、ハイ・カット・フィルタの周波数を設定します。 ディストーションがかかっ

た、倍音の豊かな信号は、柔らかいトーンになります。
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• 「Output」スライダ／フィールド：ドラッグして、出力レベルを設定します。 これを使うと、ディストーションを

加えることによって増大した音量を補正できます。
• 「Level

Compensation」チェックボックス（拡張パラメータ）：オンにすると、0 dB までの信号の処理全体を

参照するため、出力が強められます。

Distortion II
Distortion II は、Hammond B3 オルガンのディストーション回路をエミュレートします。楽器に使用してクラシッ
クなエフェクトを再現することも、新しいサウンドをデザインするためにクリエイティブな使いかたをすることもでき
ます。

Distortion II のパラメータ
• 「PreGain」ノブ： 回して、入力信号に加えるゲインの量を設定します。
• 「Drive」ノブ： 回して、信号に加えるサチュレーションの量を設定します。
• 「Tone」ノブ： 回して、ハイパスフィルタの周波数を設定します。 ディストーションがかかった、倍音の豊かな

信号は、柔らかいトーンになります。
• 「Type」ポップアップメニュー：ディストーションのタイプを選択します。
•

Growl：2 段階式の真空管アンプをエミュレートします。タイプとしては、Hammond B3 オルガンと組み合
わせて使われることの多い Leslie 122 スピーカーキャビネットに似ています。

•

Bity：ブルージーな（オーバードライブがかかった）ギターアンプのサウンドをエミュレートします。

•

Nasty：強いディストーションを発生させるため、迫力のあるサウンドを作るのに適しています。

Overdrive
Overdrive は、FET（電界効果トランジスタ）で発生するディストーションをエミュレートします。これはソリッドス
Distortion エフェ

テートの楽器用アンプやエフェクターハードウェアでよく使われます。飽和状態になると、
FET は

クトがエミュレートするバイポーラトランジスタよりも温かみのある響きのディストーションを発生します。
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Overdrive のパラメータ
• 「Drive」スライダ／フィールド：ドラッグして、シミュレートするトランジスタのサチュレーションの量を設定
します。
• ディスプレイ： 信号にパラメータが及ぼす影響を示します。
• 「Tone」ノブ／フィールド： 回して、ハイ・カット・フィルタの周波数を設定します。 ディストーションがかかっ

た、倍音の豊かな信号は、柔らかいトーンになります。
• 「Output」スライダ／フィールド：ドラッグして、出力レベルを設定します。 これを使うと、Overdrive の使用

によって増大した音量を補正できます。

Phase Distortion
Phase Distortion エフェクトはモジュレーションがかかったディレイラインを基にしており、コーラスやフランジャー
（165 ページのモジュレーションエフェクトの概要を参照）に似ています。ただし、これらのエフェクトと異なり、低
周波数オシレータ（LFO）ではなく、内部サイドチェーンを使い、ローパスフィルタでフィルタリングされた入力信
号そのものによってディレイ時間がモジュレートされます。つまり、入力信号はそれ自体の位相位置をモジュレート
するということです。
入力信号は単にディレイラインを通過するだけで、ほかの処理に影響を受けることはありません。「Mix」パラメー
タでエフェクトのかかった信号と元の信号をミックスします。

Phase Distortion のパラメータ
• 「Monitor」ボタン：オンにすると、入力信号だけが聴こえます。オフにすると、ミックスされた信号が聴
こえます。
• 「Cuto∂」ノブ／フィールド： 回して、ローパスフィルタのカットオフ周波数（センター周波数）を設定します。
• 「Resonance」ノブ／フィールド： 回して、カットオフ周波数付近の周波数を強調します。
• ディスプレイ： 信号にパラメータが及ぼす影響を示します。
• 「Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、エフェクトのかかった信号と元の信号のミックスバランスを設定し

ます。
• 「Max

Modulation」スライダ／フィールド：ドラッグして、最大ディレイ時間を設定します。

• 「Intensity」スライダ／フィールド：ドラッグして、信号に加えるモジュレーションの量を設定します。
• 「Phase

Reverse」チェックボックス（拡張パラメータ領域）：選択すると、カットオフ周波数を上回る入力信号
Distortion エフェクトのステレオイン

を受信した場合に、右チャンネルのディレイ時間が短くなります。Phase
スタンスにのみ使用できます。
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ダイナミックプロセッサ

4

ダイナミックプロセッサの概要
ダイナミックプロセッサは、オーディオの聴感上のラウドネスを調整し、トラックやプロジェクトにフォーカスとパンチ
を与え、再生されるサウンドをさまざまな環境に最適化することができます。
オーディオ信号のダイナミックレンジとは、信号が最も弱い部分と最も強い部分の間の範囲（技術的には、最小〜
最大の振幅の範囲）のことです。ダイナミックプロセッサを使うと、個別のオーディオファイル、トラック、またはプ
ロジェクト全体のダイナミックレンジを調整できます。これにより、聴感上のラウドネスを高めたり、ミックスの中の
弱いサウンドを失わずに最も重要なサウンドを強調したりすることができます。
ダイナミックプロセッサには

4 つの種類があります。これらはそれぞれ、異なるオーディオ処理に使用します。

• コンプレッサー：ダウンワードコンプレッサーは、自動音量コントロールのような機能を持ち、しきい値（スレッ

ショルド）と呼ばれるレベルを超えると音量を下げます。
信号が最も高くなっているピークと呼ばれる部分を下げると、全体の信号レベルが上がり、聞こえる音量を上げ
ることができます。これにより、背景の弱いサウンドを消してしまうことなく、前面の強い部分を際立たせること
ができるため、より明瞭な信号が得られます。また、アタックとリリースの設定によってトランジェントが強調され、
最大音量に達するまでの時間が短縮されることにより、サウンドを引き締めて力強くする結果にもなります。
また、圧縮を用いることで、異なるオーディオ環境で再生する場合にプロジェクトのサウンドを向上させることが
できます。たとえば、テレビや車内のスピーカーのダイナミックレンジは、通常、映画館のサウンドシステムと比
較して狭くなっています。ミックス全体に圧縮を適用することで、品質の低い再生環境でも、ふくよかでクリアな
サウンドを得ることができます。
通常、コンプレッサーはミックス全体でボーカルを引き立たせるために、ボーカルトラックで使用します。また、
音楽や効果音のトラックにもよく使われますが、アンビエンストラックに対して使うことはめったにありません。
マルチバンドコンプレッサーと呼ばれるコンプレッサーでは、入力信号を異なる周波数帯に分割して、各周波数
帯に別々に圧縮設定を適用することができます。これは、圧縮によるアーチファクトを発生させずにレベルを最
大にできます。マルチバンドコンプレッションは、一般的にミックス全体に対して使われます。
• エクスパンダ：エクスパンダは、コンプレッサーと似ていますが、しきい値を超えたとき、信号を低減させるので

はなく、高めるという点で異なっています。エクスパンダを使用すると、オーディオ信号に躍動感が出ます。
• リミッター：リミッター（ピークリミッターとも言います）は、コンプレッサーと同じく、設定されたしきい値を超え

たオーディオ信号を低減する機能を持ちます。相違点として、コンプレッサーはしきい値を超えた信号のレベルを
徐々に引き下げるのに対し、リミッターはしきい値よりも大きい信号を即座にしきい値レベルまで引き下げます。
リミッターは主に、全体の最大信号レベルを保ちながら、クリッピングを防止するのに使用されます。
• ノイズゲート：ノイズゲートは、コンプレッサーや リミッターとは反対の方法で信号を変化させます。コンプレッ

サーは信号がしきい値を超えた時点でレベルを低減させるのに対して、
ノイズゲートはしきい値を下回っているす
べての信号を低減させます。強いサウンドは変化することなく通過しますが、アンビエントノイズや、サスティン
の付いた音源のディケイなどの弱いサウンドはカットオフされます。ノイズゲートは、低レベルノイズまたはハムノ
イズをオーディオ信号から除去するときによく使われます。
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Adaptive Limiter
Adaptive Limiter は、聴感上のサウンドのラウドネスを制御するための、応用範囲の広いツールです。信号のピー
クを和らげながら、アナログアンプをハードにドライブしたような効果を生み出します。アンプと同様に、信号のサ
ウンドにやや色を付ける結果にもなります。Adaptive

Limiter を使用すると、信号が 0 dBFS を超えたときに発

生する不要な歪みやクリッピングを生じることなく、最大のゲインが得られます。

Adaptive Limiter は一般的に最終ミックスで使用しますが、ミックスのラウドネスを最大にするため、
Multipressor などのコンプレッサーの後ろ、最終ゲイン調整の前に配置することも可能です。Adaptive Limiter
を使用すると、ノーマライズした信号よりも音量の大きいミックスを作成できます。
参考：「Lookahead」パラメータを選択した状態で Adaptive

Limiter を使用するとレイテンシが発生します。通

常、このエフェクトは録音時に使用するのではなく、あらかじめ録音されたトラックのミキシングやマスタリングに使
用するようにしてください。録音時には

Adaptive Limiter をバイパスするようにします。

Adaptive Limiter のパラメータ
• 入力メーター： 入力レベルがリアルタイムで表示されます。「Margin」フィールドには、最高の入力レベルが表

示されます。「Margin」フィールドは、クリックしてリセットできます。
• 「Input

Scale」ノブ／フィールド：回して入力レベルを調整します。 入力信号のレベルが高すぎる（または低す

ぎる）場合にはスケーリングが役立ちます。「Gain」ノブが効果的に作用するよう、信号のレベルを最も適切な範
囲に収めることができます。信号に不要な歪みが生じないよう、信号レベルが 0 dBFS を超えないようにしてくだ
さい。
• 「Gain」ノブ／フィールド： 回して、入力調整を行った後のゲインの量を設定します。
• 「Out

Ceiling」ノブ／フィールド： 回して、最大限の出力レベル（上限）を設定します。 信号がこの値を超え

ることはありません。
• 出力メーター： 出力レベルが表示され、リミッター処理の結果を確認できます。
「Margin」フィールドには、最

高の出力レベルが表示されます。「Margin」フィールドは、クリックしてリセットできます。
• 「Mode」ボタン（拡張パラメータ領域）
：クリックしてピークスムーシングの種類を選択します：
• 「OptFit」
：リニアカーブに従った上限となり、0
• 「NoOver」
：信号が

dB を超える信号ピークが許容されます。

0 dB を超えないようにすることで、出力ハードウェアのひずみを排除します。

• 「Lookahead」フィールド／スライダ（拡張パラメータ領域）
：ドラッグして、再生バッファサイズ（ピーク分析

のためにファイルをどの程度まで先読みするか）を調整します。
• 「Remove

：選択すると、信号から直流（DC）成分を除去するハ
DC」チェックボックス（拡張パラメータ領域）

イパスフィルタが有効になります。低品質のオーディオハードウェアでは、直流成分が発生することがあります。
• 「Inter

Sample Peak Detection」チェックボックス（拡張パラメータ領域）：選択すると、信号のサンプル間

ピークが検出されます。
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Compressor
Compressor の概要

Compressor は、プロ向けのアナログ（ハードウェア）コンプレッサー並みのサウンドとレスポンスをエミュレート
します。一定のしきい値を超える音を低減させ、ダイナミクスをスムーズに調整して、全体の音量（聴感上のラウド
ネス）を上げることで、タイトなサウンドが得られます。トラックやミックスの弱い部分を消してしまうことなく、重要
なパートにフォーカスできます。ミキシングにおいて、おそらく EQ に次いで最も多種多様な使いかたができるサウ
ンド加工ツールです。

Compressor は、ボーカル、楽器、エフェクトなどの個々のトラックで使用することも、ミックス全体で使用するこ
ともできます。通常、Compressor はチャンネルストリップに直接挿入してください。

Compressor のパラメータ
• 「Circuit Type」ポップアップメニュー： Compressor でエミュレートする回路の種類を選択します。
「Platinum」、「Studio VCA」、「Studio FET」、「Vintage VCA」、「Vintage FET」、および「Vintage
Opto」の中から選択できます。
• 「Side

Chain Detection」ポップアップメニュー：しきい値を超えているか下回っている信号の種類を選択しま
す。「Max」にすると、各サイドチェーン信号の最大レベルが使用されます。「Sum」にすると、すべてのサイド
チェーン信号の合計レベルが使用されます。
• 一方のステレオチャンネルがしきい値を上回ったり下回ったりすると、両方のチャンネルが圧縮されます。
• 「Sum」を選択した場合は、両方のチャンネルの合計レベルがしきい値を上回らない限り、圧縮が実行されま

せん。
• 「Gain

Reduction」メーター： 圧縮の量がリアルタイムで表示されます。

• 「Attack」ノブ／フィールド： 回して、信号がしきい値を超えてから Compressor が作用するまでの時間を設定

します。
• 圧縮カーブディスプレイ：「Ratio」および「Knee」パラメータの値の組み合わせに基づく圧縮カーブを示しま

す。 入力（レベル）は

X 軸、出力（レベル）は Y 軸に表示されます。

• 「Release」ノブ／フィールド： 回して、信号のレベルがしきい値を下回ってから Compressor が信号の低減を

止めるまでの時間を設定します。
• 「Auto」ボタン：オンにすると、リリース時間がオーディオ素材に合わせて動的に調整されます。
• 「Ratio」スライダ／フィールド：ドラッグして、
しきい値を超えた信号を低減させるときの圧縮比率を設定します。
• 「Knee」スライダ／フィールド：ドラッグして、しきい値に近いレベルでの圧縮の強度を設定します。 低めの値

にすると、強くて急な圧縮になります（ハードニー）。高めの値にすると、緩やかな圧縮になります（ソフトニー）。
• 「Compressor Threshold」スライダ／フィールド：ドラッグして、しきい値レベルを設定します。このしきい

値レベルを上回る信号は低減されます。
• 「Peak」ボタン／「RMS」ボタン：クリックして、
「Circuit Type」に「Platinum」を使用する場合の信号分

析方法（Peak または
第4章
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• 「Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、出力信号に加えるゲインの量を設定します。
• 「Auto

「0

「OFF」、
Gain」ポップアップメニュー： 圧縮によって生じる音量の低下を補正するための値を選択します。
dB」、「− 12 dB」の中から選択できます。

• 「Limiter Threshold」スライダ／フィールド：ドラッグして、リミッターのしきい値レベルを設定します。
• 「Limiter」ボタン： 組み込まれているリミッターのオン／オフを切り替えます。
• 「Output

Distortion」ポップアップメニュー（拡張パラメータ領域）：0 dB を超えた場合のクリッピングの有

無、およびクリッピングの種類を選択します。「O∂」、「Soft」、「Hard」、および「Clip」から選択できます。
• 「Activity」ポップアップメニュー（拡張パラメータ領域）
：サイドチェーンのオン／オフを切り替えます。
• 「Mode」ポップアップメニュー（拡張パラメータ領域）
：サイドチェーンに使用するフィルタの種類を選択します。

「LP」（ローパス）、「BP」（バンドパス）、「HP」（ハイパス）、「ParEQ」（パラメトリック）、「HS」（ハイシェル
ビング）から選択できます。
• 「Frequency」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：ドラッグしてサイドチェーンフィルタの中心周波数

を設定します。
• 「Q」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：ドラッグして、サイドチェーンフィルタが作用する周波数帯の

帯域幅を設定します。
• 「Gain」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：ドラッグして、サイドチェーン信号に適用するゲインの量

を設定します。
• 「Mix」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：ドラッグして、ドライ（ソース）信号とウェット（エフェク

ト）信号とのバランスを設定します。

Compressor を使う

以下に、Compressor の主なパラメータの効果的な使用方法について説明します。
「Compressor Threshold」と「Ratio」
「Compressor Threshold」と「Ratio」があります。「Threshold」
Compressor で最も重要なパラメータとして、
パラメータでは、フロアレベル（デシベル）を設定します。このレベルを上回る信号は、「Ratio」に設定した比率
で低減されます。
「Ratio」パラメータはレベル全体に対する割合で設定されるため、しきい値を大幅に超過した信号は、その分だけ
大きく低減されます。4:1 の比率では、しきい値を超えた場合に、入力が

4 dB 増加すると出力は 1 dB 増加する

ことになります。
たとえば、
「Threshold」を−
きい値より 4

「Ratio」を 4:1 に設定した場合、信号が− 16 dB でピークに達すると（し
20 dB、
dB 上）3 dB 下げられ、出力レベルは− 19 dB になります。

コンプレッサーエンベロープの長さ
「Attack」および「Release」パラメータでは、Compressor のダイナミックレスポンスを調整します。「Attack」
パラメータは、信号がしきい値レベルを超過してから、Compressor によって低減されるまでの時間を設定するも
のです。
ボイスや楽器などの多くのサウンドでは、この最初のアタックフェーズで核となる音質やサウンドの特徴が決まりま
す。このようなサウンドを圧縮するときには、「Attack」を高めの値に設定し、ソース信号のトランジェントが失わ
れたり変更されたりしないようします。
ミックス全体のレベルを最大にするには、「Attack」パラメータを低めの値に設定するのが最適です。値が高いと
圧縮されなくなったり、わずかにしか圧縮されないことが多くあります。
「Release」パラメータでは、信号がしきい値レベルを下回ってから元のレベルに戻るまでの時間を指定します。
「Release」の値を高く設定すると、信号のダイナミクスの差が均等化されます。ダイナミクスの差を強調するには、
「Release」の値を低く設定します。
重要：「Attack」および「Release」パラメータの設定による結果は、ソース素材の種類だけでなく、圧縮率やし
きい値の設定によっても大きく変わります。
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Compressor の「Knee」
「Knee」パラメータでは、しきい値レベルに近付いてきた信号を、少しだけ圧縮するか大きく圧縮するかを指定し
ます。
「Knee」を 0 に近い値に設定すると、しきい値直前のレベルではまったく圧縮されませんが、しきい値レベルでは
「Ratio」の値に従って完全に圧縮されます。これはハードニー圧縮と呼ばれるもので、信号がしきい値に達する
と、多くの場合不要な、急激な変化を引き起こすことがあります。
「Knee」パラメータ値を増加させると、信号がしきい値に近付くにつれて圧縮量が増加し、滑らかな変化になりま
す。これはソフトニー圧縮と呼ばれます。

Compressor のほかのパラメータ
Compressor はレベルを下げるため、通常、出力信号の全体的な音量は入力信号より低くなります。出力レベル
の調整には、「Gain」スライダを使います。
「Auto Gain」パラメータを使うと、
圧縮によって生じたレベルの低下を補正することもできます（− 12 dB か

0 dB

のどちらかを選択します）
。
「Circuit Type」に「Platinum」を使用する場合、
「Peak」または「RMS」
Compressor での信号の分析方法は、
（二乗平均平方根）のどちらかになります。技術的には「Peak」の方が正確ですが、「RMS」を使用すると、信
号の聴感上のラウドネスとして分かりやすくなります。
参考：
「Auto
「Auto

Gain」と「RMS」を同時にオンにすると、信号が過飽和になります。少しでも歪みを感じた場合は、
Gain」を「O∂」にして、歪みが聴こえなくなるまで「Gain」スライダを調節してください。

Compressor でサイドチェーンを使う
コンプレッサーでのサイドチェーンの使用は一般的です。ほかのチャンネルストリップのダイナミクス（レベル変更）
を使って圧縮を制御することができます。たとえば、ドラムグルーブのダイナミクスを使って、リズミカルにギター
パートの圧縮（つまりダイナミクス）を変化させることができます。
ここでのサイドチェーン信号は、検出およびトリガのために使われるだけです。サイドチェーン信号源はコンプレッ
サーの制御に使われますが、サイドチェーン信号のオーディオがコンプレッサーにルーティングされるわけではあり
ません。

1 Compressor をチャンネルストリップに挿入します。
2 Compressor プラグインウインドウのヘッダで、目的の信号を送るチャンネルストリップ（サイドチェーン信号源）を
「サイドチェーン」ポップアップメニューから選択します。

3

「Side

Chain Detection」ポップアップメニューから、希望する分析方法（「Max」または「Sum」）を選択

します。

4 Compressor のパラメータを調整します。

DeEsser
DeEsser は特定の周波数を対象とするコンプレッサーで、複雑なオーディオ信号の特定の周波数帯を圧縮します。こ
れは、信号のヒス（歯擦音）を除去するために使われます。高周波数をカットするために EQ の代わりに DeEsser
を使う利点は、信号を静的にではなく動的に圧縮することにあります。これにより、信号に歯擦音が存在しない場
合に、サウンドが暗い雰囲気になるのを防ぐことができます。DeEsser では、アタックおよびリリースの時間が大幅
に短縮されます。

DeEsser を使用するときは、圧縮する周波数範囲（「Suppressor」の周波数）と、分析する周波数範囲（「Detector」
2 つの周波数範囲は、DeEsser の「Detector」および「Suppressor」
周波数範囲ディスプレイで比較できます。周波数が「Detector」のしきい値を超過すると、「Suppressor」の周
の周波数）を別々に設定できます。この
波数範囲が減少します。
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DeEsser では、周波数を分離するネットワーク（ローパスフィルタとハイパスフィルタを使用したクロスオーバー）
は使用されません。周波数帯を分離して減算するため、位相カーブを変えることはありません。

DeEsser のインターフェイスの左側には「Detector」パラメータ、右側には「Suppressor」パラメータがありま
す。中央には「Detector」ディスプレイおよび「Suppressor」ディスプレイと、
「Smoothing」スライダがあり
ます。

DeEsser の「Detector」パラメータ
• 「Detector」の「Frequency」ノブ／フィールド： 回して、分析する周波数を設定します。
• 「Detector」の「Sensitivity」ノブ／フィールド： 回して入力信号に対する感度を設定します。
• 「Monitor」ポップアップメニュー：モニタする信号の種類を選択します。 分離された「Detector」の信号

（「Det.」）、フィルタリングされた「Suppressor」の信号（「Sup.」）、または「Sensitivity」パラメータに応
じて入力信号から除去されたサウンド（「Sens.」）のどちらをモニタするかを選択します。なお、
「O∂」を選択す
ると、DeEsser の出力を聞くことができます。

DeEsser の「Suppressor」パラメータ
• 「Suppressor」の「Frequency」ノブ／フィールド： 回して、
「Detector」の感度のしきい値を超過した場
合に低減される周波数帯を設定します。
• 「Strength」ノブ／フィールド： 回して、
「Suppressor」周波数の周囲にある信号のゲイン低減量を設定します。
• 「Activity」ライト：フィルタ処理が実行されていることをリアルタイムで表示します。

DeEsser の共通パラメータ
• 「Detector」および「Suppressor」の周波数ディスプレイ： 上段のディスプレイには「Detector」の周波数
範囲が表示されます。下段のディスプレイには「Suppressor」の周波数範囲（ヘルツ単位）が表示されます。
• 「Smoothing」スライダ：ドラッグして、ゲイン低減の開始／終了フェーズの反応速度を設定します。

「Smoothing」により、アタックとリリースの両方の時間をコンプレッサーと同様に制御します。
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Enveloper
Enveloper は、信号のアタックフェーズとリリースフェーズ、つまり信号のトランジェントの形を設定する特殊なプ
ロセッサです。Enveloper ならではの機能を持ち、ほかのいかなるダイナミックプロセッサとも異なる結果が得ら
れます。コンプレッサーやエクスパンダとは対照的に、Enveloper の動作は入力信号の絶対レベルとは無関係です
（「Threshold」スライダが有効な最小値に設定されている場合）。

Enveloper の最も重要なパラメータとして、中央ディスプレイの左右に 1 つずつ、合わせて 2 つの「Gain」スラ
イダがあります。これらのパラメータは、それぞれアタックフェーズとリリースフェーズのレベルを制御します。
アタックフェーズをブーストするとドラムのサウンドのスナップ感が高まったり、弦楽器をはじく（ピッキングする）音
が増幅されたりします。アタックを減衰させると、パーカッシブ信号のフェードインが緩やかになります。一方、ア
タックをミュートすると、ほとんど音が聞こえなくなります。このエフェクトのクリエイティブな使いかたとして、アタッ
クトランジェントを変更し、録音した楽器パートのタイミングの「ずれ」をマスキングすることもできます。
また、リリースフェーズをブーストすると、対象のチャンネルストリップにかかるリバーブが強められます。逆に、リ
リースフェーズを減衰させると、リバーブが強くかかっていたトラックがドライなサウンドになります。これは、ドラ
ムループを使う場合に特に役に立ちますが、ほかにもさまざまな応用例があります。

Enveloper のパラメータ
• 「Threshold」スライダ／フィールド：ドラッグしてしきい値レベルを設定します。 信号のアタックおよびリリース
フェーズがしきい値を超えると、その信号のレベルは変更されます。通常は「Threshold」を最小値に設定した
ままにしてください。リリースフェーズを極端に強くする場合のみ（これを行うと、
オリジナル録音のノイズレベル
が大幅に増します）、「Threshold」スライダを少しだけ高めに動かします。これにより、Enveloper の影響を
信号の必要な部分のみに制限できます。
• 「Gain」スライダ／フィールド（アタック）
：ドラッグして、信号のアタックフェーズを上げたり下げたりします。

「Gain」スライダがセンター位置（0 ％）に設定してある場合、信号に影響を与えません。
• 「Lookahead」スライダ／フィールド：ドラッグして、
入力信号を先読みする時間を設定します。「Lookahead」

スライダを使うと、信号で発生が予測されるイベントを Enveloper でどこまで先読みするかを指定できま
す。通常、トランジェントの感度が極端に高い信号を処理する場合を除き、この機能を使う必要はありません。
「Lookahead」の値を上げる場合は、アタックの時間もそれに応じて補正する必要があります。
• ディスプレイ： 信号に適用するアタックカーブおよびリリースカーブを表示します。
• 「Time」ノブ／フィールド（アタック）
： 回して、信号がしきい値レベルから最大「Gain」レベルに増加するまで

にかかる時間の長さを設定します。 アタック時間の値は約

20 ms、リリース時間の値は約 1500 ms から始める

のが適しています。
• 「Time」ノブ／フィールド（リリース）
： 回して、信号が最大「Gain」レベルからしきい値レベルに減少するま

でにかかる時間の長さを設定します。
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• 「Gain」スライダ／フィールド（リリース）
：ドラッグして、信号のリリースフェーズを上げたり下げたりします。

「Gain」スライダがセンター位置（0 ％）に設定してある場合、信号に影響を与えません。
• 「Out

Level」スライダ／フィールド：ドラッグして、出力信号のレベルを設定します。 アタックまたはリリースの
フェーズを大幅にブーストまたはカットすると、信号全体のレベルが変わることがあります。「Out Level」スラ
イダを調整することにより、これを補正できます。

Expander
Expander は、コンプレッサーと考え方が似ていますが、しきい値レベルを上回るダイナミックレンジを小さくするの
ではなく、大きくする点が異なります。Expander を使うと、躍動感のある鮮明なオーディオ信号を作成できます。

Expander のパラメータ
• 「Threshold」スライダ／フィールド：ドラッグしてしきい値レベルを設定します。 このレベルを上回る信号は伸
張されます。
• 「Peak」ボタン／「RMS」ボタン：クリックして、信号の分析方法に「Peak」と「RMS」のどちらを使うかを

指定します。
• 「Attack」ノブ／フィールド： 回して、しきい値レベルを上回る信号に

Expander が作用するまでにかかる時間

の長さを設定します。
• 伸張カーブディスプレイ： 信号に適用された伸張カーブを表示します。
• 「Release」ノブ／フィールド： 回して、信号がしきい値レベルを下回ってから Expander が信号の処理を止め

るまでの時間を設定します。
• 「Ratio」スライダ／フィールド：ドラッグして、
しきい値を超えた信号を伸張させるときの伸張比率を設定します。

参考：この

（しきい値の下のダイナミックレンジを広げるダウンワードエクスパンダとは対照的な）
Expander は、
1:1 〜 0.5:1 となっています。

正真正銘のアップワードエクスパンダであるため、
「Ratio」スライダの値の範囲は

• 「Knee」スライダ／フィールド：ドラッグして、しきい値に近いレベルでの伸張の強度を調整します。 低めの値

にすると、強くて急な伸張になります（ハードニー）。高めの値にすると、緩やかな伸張になります（ソフトニー）。
• 「Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、出力ゲインの値を設定します。
• 「Auto

Gain」ボタン：オンにすると、伸張によるレベルの増加を補正します。「Auto Gain」を有効にすると、

ピークレベルが同じままであっても信号の音は弱くなります。
参考：
（「Threshold」および「Ratio」の値を極端に大きくして）信号のダイナミクスを大幅に変更する場合は、
「Gain」スライダのレベルを下げ、歪みを防止する必要があります。ほとんどの場合、「Auto

Gain」によって

信号が適正に調整されます。
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Limiter
Limiter の機能はコンプレッサーと似ていますが、1 つ重要な違いがあります。信号がしきい値を超えた場合、コン
プレッサーは比率に基づいて信号を低減させますが、リミッターはしきい値を上回っているすべてのピークを低くし
て効率的に信号をこのレベルに制限します。

Limiter は主にマスタリングのときに使われます。通常、Limiter はマスタリング信号経路の最終処理として適用し
dB に達するまで上げます（ただし 0 dB を超えないようにします）。

ます。この処理では、信号の全体的な音量を 0

Limiter では、ゲインを 0 dB、出力レベルを 0 dB に設定すると、ノーマライズされた信号では効果が現れません。
信号がクリップすると、Limiter はクリッピングが発生する前に信号レベルを低減させます。ただし、録音時にクリッ
ピングが発生したオーディオを Limiter で修正することはできません。

Limiter のパラメータ
• 「Gain Reduction」メーター： 制限の量がリアルタイムで表示されます。
• 「Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、入力信号に適用するゲインの量を設定します。
• 「Lookahead」スライダ／フィールド：ドラッグして、Limiter で分析するオーディオ信号の先読み時間（ミリ

秒）を調整します。 低減量を調整して、音量のピークに達する前に作用させることができます。
参考：「Lookahead」を使用するとレイテンシが発生しますが、あらかじめ録音された素材のマスタリングエ
フェクトとして Limiter を使用する場合、このレイテンシはまったく感じられません。最大レベルに到達する前に

Limiter のエフェクトを発生させ、滑らかに変化するようにしたい場合は、「Lookahead」の値を高めに設定し
ます。
• 「Release」スライダ／フィールド：ドラッグして、信号がしきい値レベルを下回ってから Limiter が信号の処理

を止めるまでの時間を設定します。
• 「Output

Level」ノブ／フィールド： 回して、信号の出力レベルを設定します。

• 「Softknee」ボタン：オンにすると、しきい値を満たした場合のみ信号が制限されます。 制限が完全にかかる

までの変化はノンリニアで、弱く緩やかな効果を生むので、強い制限によって生じる歪みを減らすことができます。
• 「Inter

Sample Peak Detection」チェックボックス（拡張パラメータ領域）：選択すると、信号のサンプル間

ピークが検出されます。

Multipressor
Multipressor の概要

Multipressor（マルチバンドコンプレッサー）は、汎用性の高いオーディオ・マスタリング・ツールです。これによ
4 つ）に分離されるので、それぞれの周波数帯を個別に圧縮できま
す。圧縮が適用された後、これらの帯域は 1 つの出力信号にまとめられます。

り、入力される信号は別々の周波数帯（最大

異なる周波数帯を別々に圧縮するメリットは、対象となる帯域の圧縮レベルを上げても、ほかの帯域に影響しない
ことです。これにより、大幅な圧縮が原因で起こりがちな「ポンピング」を防止できます。
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Multipressor を使用すると、特定の周波数帯に高い圧縮率を適用することによって平均的な音量を上げることがで
き、アーチファクトが聞こえることもありません。
全体的な音量を上げると、既存のノイズフロアが大幅に増加する場合があります。そのため、各周波数帯をダウン
ワードエクスパンドする機能があります。これによって、このノイズを低減あるいは抑制することができます。
ダウンワードエクスパンドは、圧縮に対応する機能です。コンプレッサーによって高い音量レベルのダイナミックレン
ジが圧縮されると、ダウンワードエクスパンダによって低い音量レベルのダイナミックレンジが伸張されます。ダウン
ワードエクスパンドに伴い、信号がしきい値レベルを下回った場合に信号のレベルが引き下げられます。この機能は

Noise Gate と似ていますが、急激にサウンドをカットオフするのではなく、「Ratio」を調整して、滑らかなフェー
ドにすることができます。

Multipressor ディスプレイのパラメータ

Multipressor のパラメータは、主に 3 つの領域にまとめられます。上部のグラフィック・ディスプレイ・セクショ
ン、下部の各周波数帯ごとのコントロールのセット、右側の出力パラメータです。
Graphic display section

Frequency band section

Output section

ディスプレイのパラメータ
• グラフィックディスプレイ： 各帯域の周波数とゲインが表示されます。これらの周波数とゲインは調整できます。

0 dB からのゲインの変化量が、青いバーで表示されます。選択された帯域は、領域の中央に帯域番号が表示
されます。各周波数帯を調整するには、以下の操作を実行します：
• 水平のバーを上下にドラッグして、その帯域のゲインを調整します。
• 垂直の線を左右にドラッグして、その帯域のクロスオーバー周波数を設定します。これにより、その帯域の周

波数範囲が調整されます。
• 「Crossover」フィールド：ドラッグして、隣接する帯域間のクロスオーバー周波数を設定します。
• 「Gain
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Multipressor の周波数帯パラメータ

Multipressor のパラメータは、主に 3 つの領域にまとめられます。上部のグラフィック・ディスプレイ・セクショ
ン、下部の各周波数帯ごとのコントロールのセット、右側の出力パラメータです。
Graphic display section

Frequency band section

Output section

周波数帯パラメータ
• 「Compr Thrsh」
（Compression Threshold）フィールド：ドラッグして、選択した帯域の圧縮しきい値を設

定します。 このパラメータを 0

dB に設定すると、その帯域は圧縮されません。

• 「Ratio」フィールド（Compression

Ratio）：ドラッグして、選択した帯域の圧縮率を設定します。 このパラ

メータを 1:1 に設定すると、その帯域は圧縮されません。
• 「Expnd Thresh」
（Expand Threshold）フィールド：ドラッグして、選択した帯域の伸張しきい値を設定し

ます。 このパラメータを最小値（−
• 「Ratio」フィールド（Expand

60 dB）に設定すると、そのレベルを下回る信号のみが伸張されます。

Ratio）：ドラッグして、選択した帯域の伸張率を設定します。

• 「Reduction」フィールド（Expand

：ドラッグして、選択した帯域のダウンワードエクスパンド量
Reduction）

を設定します。
• 「Peak/RMS」フィールド：ドラッグして、短いピークの検出には小さい値を、RMS 検出には大きい値を入力し

ます。単位はミリ秒です。
• 「Attack」フィールド：ドラッグして、選択した帯域で信号がしきい値を超えてから、圧縮を行うまでの時間を設

定します。
• 「Release」フィールド：ドラッグして、選択した帯域で信号がしきい値を下回ってから、圧縮を止めるまでに必

要な時間を設定します。
• 帯域のオン／オフボタン： 各帯域のオン／オフが切り替わります。 有効にするとボタンが強調表示され、その帯

域が上部のグラフィックディスプレイ領域に表示されます。
• 「Byp」
（Bypass）ボタン：オンにすると、選択した周波数帯をバイパスします。
• 「Solo」ボタン：オンにすると、選択した周波数帯の圧縮だけを聴くことができます。
• レベルメーター： 左側のバーに入力レベル、右側のバーに出力レベルが表示されます。
• しきい値矢印：各レベルメーターの左側に

2 つの矢印が表示されます。

• 上の矢印をクリックして、圧縮しきい値（Compr Thrsh）を調整します。
• 下の矢印をクリックして、伸張しきい値（Expnd Thrsh）を調整します。
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Multipressor の出力パラメータ

Multipressor のパラメータは、主に 3 つの領域にまとめられます。上部のグラフィック・ディスプレイ・セクショ
ン、下部の各周波数帯ごとのコントロールのセット、右側の出力パラメータです。
Graphic display section

Frequency band section

Output section

出力パラメータ
• 「Auto

Gain」ボタン：オンにすると、0 dB までの信号の処理全体を参照するため、出力が強められます。

• 「Lookahead」値フィールド：ドラッグして、
入力信号をどこまで先読みするかを調整します。これは音量のピー

クに達する前にエフェクトを作用させるためです。
• 「Out」スライダ：ドラッグして、Multipressor の出力の全体的なゲインを設定します。
• レベルメーター： 全体の出力レベルを表示します。

Multipressor を使う
グラフィックディスプレイでは、標準的なコンプレッサーのようにゲインの減少が示されるほか、ゲインの変化が青
いバーで示されます。表示されるゲインの変化は、圧縮の低減、伸張の低減、オートゲインによる補正、「Gain

Make-up」の複合的な値となります。
圧縮パラメータ
「Compr Thrsh」および「Ratio」パラメータは圧縮を制御するための重要なパラメータです。通常、
これら 2 つの
設定の最も使いやすい組み合わせは、
「Compr Thrsh」（低）と「Ratio」（低）、または「Compr Thrsh」（高）
と「Ratio」（高）のいずれかです。
ダウンワード・エクスパンド・パラメータ
「Expnd Thrsh」、
「Ratio」、および「Reduction」パラメータは、ダウンワードエクスパンドを制御するための重
要なパラメータです。選択した範囲に適用する伸張の強度を調整します。
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「Peak/RMS」およびエンベロープパラメータ
「Peak」（0

ms、最小値）と「RMS」（二乗平均平方根− 200 ms、最大値）間のパラメータ調整は、圧縮する

信号の種類によって異なります。きわめて短いピーク検出設定は、低出力での短く高いピークの圧縮には適合します
が、これは音楽では通常発生しません。RMS 検出は、オーディオ素材の長時間にわたる出力を測定するため、音
楽を扱うのに有効な方法です。これは、人間の聴覚が、1 つのピークよりも信号全体の出力に対して敏感であるた
めです。ほとんどのアプリケーションの基本設定として、中間位置に設定することをお勧めします。
出力パラメータ
「Out」スライダによって、全体的な出力レベルを設定します。「Peak/RMS」フィールドが高めの値（RMS 寄り）
に設定されている場合は、
「Lookahead」の値を高めに設定します。「Autogain」を「On」に設定すると、0 dB
までの処理全体を参照するため、出力が強められます。

Noise Gate
Noise Gate の概要

Noise Gate は、オーディオ信号のレベルが低い場合に聞こえる不必要なノイズを抑制するためによく使われます。
これは、特にバックグラウンドノイズ、ほかの信号ソースからのクロストーク、低レベルのハムを除去するために使
用できます。

Noise Gate は、しきい値レベルを超える信号は妨げずに通過させ、しきい値を下回る信号を低減する働きをしま
す。これにより、信号の低レベルな部分を効率的に除去しながら、オーディオに必要な部分を通過させることがで
きます。

Noise Gate のパラメータ
• 「Threshold」スライダ／フィールド：ドラッグしてしきい値レベルを設定します。しきい値を下回る信号のレベ
ルは低減されます。
• 「Reduction」スライダ／フィールド：ドラッグして、信号を低減する量を設定します。
• 「Attack」ノブ／フィールド： 回して、
信号がしきい値を超えてからゲートが完全に開くまでの時間を設定します。
• 「Hold」ノブ／フィールド： 回して、
信号がしきい値を下回ってからゲートを開いたままにする時間を設定します。
• 「Release」ノブ／フィールド： 回して、信号がしきい値を下回ってから減衰が最大になるまでの時間を設定

します。
• 「Hysteresis」スライダ／フィールド：ドラッグして、ゲートを開くしきい値と閉じるしきい値の間の差異（デシ

ベル）を設定します。 これにより、入力信号のレベルがしきい値のレベルに近付いたときに、ゲートがすぐに開
いたり閉じたりするのを防止します。
• 「Lookahead」スライダ／フィールド：ドラッグして、Noise

Gate がすばやくピークレベルに対応できるよう、

入力信号をどこまで先読みするかを指定できます。
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• 「Monitor」ボタン：オンにすると、High

Cut および Low Cut フィルタのエフェクトを含むサイドチェーン信

号を聴くことができます。
• 「High
• 「Low

Cut」スライダ／フィールド：ドラッグして、サイドチェーン信号の上部カットオフ周波数を設定します。

Cut」スライダ／フィールド：ドラッグして、サイドチェーン信号の下部カットオフ周波数を設定します。

参考：外部サイドチェーンが選択されていない場合は、入力信号がサイドチェーンとして使用されます。

Noise Gate を使う

ほとんどの場合、
「Reduction」スライダを可能な限り低い値に設定すると、しきい値を下回るサウンドを完全に抑
制できます。「Reduction」の値を高めに設定すると、低レベルのサウンドは低減されますが、通過が許容されま
す。また、
「Reduction」を使って、信号を最大

20 dB ごとにブーストすることもできます。これは、ダッキングに

使用できます。
「Attack」、
「Hold」、および「Release」の各ノブを使用すると、Noise

Gate のダイナミックレスポンスを変更で

きます。ドラムなどのパーカッシブ信号のように、ゲートを即座に開きたい場合は、
「Attack」ノブの値を低めに設
定します。ストリングパッドなど、アタックフェーズが遅いサウンドについては、「Attack」ノブの値を高めに設定し
ます。同様に、徐々にフェードアウトする信号やリバーブの残響が長い信号を扱う場合は、「Release」ノブの値を
高めに設定すると、自然なフェードアウトになります。
「Hold」ノブを使うと、ゲートを開いたままにする最小限の時間を指定できます。「Hold」ノブを使うと、ゲートが
ごく短時間で開閉する場合に発生する急激な変化（チャタリング）を回避できます。
「Hysteresis」スライダにはチャタリングを回避するもう 1 つのオプションがあり、最小のホールド時間を指定する
必要がありません。これを使うと、ゲートを開くしきい値と閉じるしきい値の間の範囲を設定できます。これは、信
号がしきい値付近で上下しているときに役立ちます。信号がしきい値付近で上下していると Noise

Gate のオンとオ
フがすばやく切り替わり、好ましくないチャタリングが起こってしまいます。基本的に「Hysteresis」スライダでは、
ゲートがしきい値のレベルで開くと、次に低いしきい値を下回るまで開いたままにするよう設定できます。入力信号
の上下するレベルが、この

2 つの値の差の範囲に収まっていれば、Noise Gate はチャタリングを引き起こすこと
6 dB で開始するのが適切です。

なく機能します。これは、常に負の値です。一般的に、−

状況によっては、維持したい信号のレベルとノイズ信号のレベルが近いために、分離が難しいことがあります。たと
えば、ドラムキットを録音し、Noise

Gate を使用してスネアドラムのサウンドを分離したい場合に、ハイハットによっ
Chain」コントロールの「High Cut」／「Low

てゲートが開くことがよくあります。これに対処するには、
「Side

Cut」フィルタを使用すると必要な信号を分離できます。
重要：ここでのサイドチェーン信号は、検出およびトリガのために使われるだけです。フィルタを使って、サイドチェー
ン信号源から特定のトリガ信号を分離します。ただし、実際にゲートがかかっている信号（Noise

Gate を通過して

送られてきたオーディオ）にはフィルタは作用しません。
サイドチェーンフィルタを使う

1

「Monitor」ボタンをクリックして、
「High

Cut」および「Low Cut」フィルタがトリガ信号にどのように影響する

かを聴きます。

2

「High

Cut」スライダをドラッグして、高周波数を設定します。

この値を上回るトリガ信号はフィルタリングされます。

3

「Low

Cut」スライダをドラッグして、低周波数を設定します。

この値を下回るトリガ信号はフィルタリングされます。
これらのフィルタは、きわめて高い（大きい）信号のピークのみ通過させます。先ほどのドラムキットの例では、高
い周波数を持つハイハットの信号を「High

Cut」フィルタで除去し、スネアの信号は通過させることができます。

もっと簡単に適切なしきい値レベルを設定するには、モニタリングをオフにします。
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イコライザ

5

イコライザの概要
イコライザ（一般に「EQ」と略記されます）を使うと、特定の周波数帯のレベルを変更して、受信するオーディオ
のサウンドを形成することができます。
イコライゼーションは、ミュージックプロジェクトとビデオのポストプロダクション作業で最も頻繁に使われるオーディ
オ処理の

1 つです。EQ を使うと、特定の周波数または周波数範囲を調整することによって、オーディオファイル、

楽器、ボーカル、またはプロジェクトのサウンドをわずかにも大きくも変化させることができます。

EQ には、特定の周波数を変更せずに通過させ、その他の周波数のレベルを上げ下げ（ブースト／カット）
EQ は、広範囲の周波数をブーストまたはカットするために、大きなブラ
シのようにして使うことができます。そのほかの EQ として、特にパラメトリック EQ およびマルチバンド EQ は、よ
すべての

する特殊なフィルタが使われます。一部の

り精細な制御に使うことができます。
最もシンプルなタイプの EQ はシングルバンド EQ で、ここには Low Cut、High Cut、Low Pass Filter、High
Pass Filter、Low Shelving EQ、High Shelving EQ、Parametric EQ が含まれます。

Channel EQ および Linear Phase EQ などのマルチバンド EQ には 1 つのユニットに複数のフィルタが組み合わ
せられていて、広範囲の周波数スペクトラムを制御できます。マルチバンド EQ では、各周波数スペクトラム帯域の
周波数、帯域幅、Q 値を個別に設定できます。これにより、個別のオーディオ信号でもミックス全体でも、ソースを
問わず幅広く精細な音作りが可能になります。

Channel EQ
Channel EQ の概要

Channel EQ は、応用範囲が広いマルチバンド EQ です。8 種類の周波数帯（ローパス／ハイパスフィルタ、ロー・
シェルビング／ハイ・シェルビング・フィルタ、フレキシブルな 4 つのパラメトリックバンド）に対応しています。ま
た、リアルタイムでオーディオ信号の周波数カーブの変化を表示する高速フーリエ変換（FFT）アナライザも組み込
まれており、周波数スペクトラムのどの部分を調整する必要があるかを知ることができます。

Channel EQ は、個別のトラックまたはオーディオファイルのサウンド形成や、プロジェクトミックス全体の音作りな
ど、さまざまな用途に使うことができます。アナライザ機能とグラフィックディスプレイのコントロールを使って、オー
ディオ信号をモニタし、リアルタイムで変更する操作を簡単に行うことができます。
ヒント：Channel

EQ と Linear Phase EQ のパラメータは同じであるため、2 つの間で設定を自由にコピーでき
EQ を Linear Phase EQ に、または Linear
Phase EQ を Channel EQ に置き換えると、自動的に現在の設定が新しい EQ に転送されます。

ます。「MainStage」では、同じインサートスロット内で Channel
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Channel EQ のパラメータ

Channel EQ ウインドウの左側には、Gain および Analyzer コントロールがあります。ウインドウの中央の領域に
EQ 帯域を形成するためのグラフィックディスプレイとパラメータがあります。

は、各

Channel EQ のパラメータ
• 「Master Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、信号の全体的な出力レベルを設定します。各周波数帯を
ブーストまたはカットしてから使います。
• 「Analyzer」ボタン：アナライザのオン／オフを切り替えます。
• 「pre

EQ」／「post EQ」ボタン：アナライザモードが選択されている場合に、アナライザで EQ 適用前／適

用後のどちらの周波数カーブを表示するかを設定します。
• 分解能ポップアップメニュー：アナライザのサンプル分解能を選択します。「low」
（1024 ポイント）、
「medium」

（2048 ポイント）、「high」（4096 ポイント）の中から選択できます。
• 帯域のオン／オフボタン： 対応する帯域のオンとオフが切り替わります。 それぞれのボタンのアイコンは、以下

の通りにフィルタの種類を示します：
• 帯域

1、ハイパスフィルタ。

• 帯域

2、ロー・シェルビング・フィルタ。

• 帯域

3 〜 6、パラメトリック・ベル・フィルタ。

• 帯域

7、ハイ・シェルビング・フィルタ。

• 帯域

8、ローパスフィルタ。

• グラフィックディスプレイ： 各

EQ 帯域の現在のカーブが表示されます。目盛りの単位は dB です。

• ディスプレイ上の目的の帯域を囲む部分を左右の方向にドラッグすると、その帯域の周波数を調整できます。
• ディスプレイ上の目的の帯域を囲む部分を上下の方向にドラッグすると、
その帯域のゲインを調整できます（帯

域
•

1 と帯域 8 を除く）。ディスプレイには、変更が即座に反映されます。

Q 値を調整するには、各帯域のピボットポイントをドラッグします。ピボットポイントの上にポインタを置くと、
Q 値が表示されます。

ポインタの横に

• 周波数フィールド：ドラッグして、各帯域の周波数を調整します。
• 「Gain/Slope」フィールド：ドラッグして、各帯域のゲインの量を設定します。 帯域

1 および 8 では、これに

よりフィルタのスロープが変更されます。
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• 「Q」フィールド：ドラッグして、各帯域の

Q 値、すなわちレゾナンス（センター周波数周辺の影響を受ける範

囲）を調整します。
参考：スロープを 6

dB/Oct に設定した場合、帯域 1 と帯域 8 の Q パラメータは作用しません。Q パラメータ

を極端に高く（100 など）設定すると、これらのフィルタが影響する周波数帯域が非常に狭くなるため、ノッチ
フィルタとして使用できます。
• リンクボタン： Gain-Q

Couple（EQ 帯域のゲインの増減に応じた Q（帯域幅）の自動調整）をオンにして、対

象とする帯域幅のベルカーブが保たれるようにします。
• 「Analyzer

Mode」ボタン（拡張パラメータ領域）：クリックして「Peak」または「RMS」を選択します。

• 「Analyzer

：ドラッグして、アナライザのカーブのディケイ
Decay」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）

速度（dB ／秒）を設定します（「Peak」モードの場合はピークディケイ、
「RMS」モードの場合は平均ディケイ）
。
• 「Gain-Q

Couple Strength」ポップアップメニュー（拡張パラメータ領域）：Gain-Q Couple の量を選択し

ます。
•

strong：帯域幅のほとんどが保護されます。

•

light/medium：ゲインの上下に応じて帯域幅が多少変更されます。

•

asym：正のゲイン値よりも負のゲイン値の方がカップリングが強く働くため、ゲインをブーストする場合よりも
カットした場合の方が帯域幅が厳密に保護されます。

参考：
「Gain-Q

Couple Strength」の設定を変えて Q パラメータのオートメーションを再生する場合、実際の

Q 値は、オートメーションを記録したときと異なります。

Channel EQ の使いかたのヒント

Channel EQ の使いかたは、オーディオ素材や目的とする結果によって異なります。多くの状況で次のワークフロー
が役に立ちます。Channel EQ をフラットレスポンスに設定し（どの周波数もブースト／カットしません）、アナライ
ザをオンにしてオーディオ信号を再生します。グラフィックディスプレイをモニタし、周波数スペクトラムのピークの
頻出部分やレベルが低い部分を確認します。信号の歪みやクリップが起きる場所に注意してください。グラフィック
ディスプレイまたはパラメータコントロール類を使って、周波数帯を調整します。
不要な周波数を抑制または除去したり、音量が小さい周波数を大きくして際立たせたりすることができます。帯域

2 から帯域 7 のセンター周波数を調整すると、特定の周波数（ミュージックデータの基音などの強調したい周波数、
またはハムやその他のノイズなどの排除したい周波数）を対象にすることができます。同時に、Q パラメータ（複
数可）を小さくして目的の周波数の範囲を狭めることや、大きくしてより広範囲の周波数領域を変更することもでき
ます。

EQ 帯域はそれぞれ異なる色でグラフィックディスプレイに表示されます。左右の方向にドラッグすると、その帯域の
1
および 8 では、グラフィックディスプレイの下のパラメータ領域でのみスロープの値を変更できます。各帯域には、
周波数をグラフィカルに調整できます。上下の方向にドラッグすると、各帯域のゲインの量を調整できます。帯域

周波数の位置にピボットポイント（カーブ上の小さな円）があります。このピボットポイントを上下にドラッグすると、

Q（帯域幅）を調整できます。
また、アナライザが有効ではないときに、グラフィックディスプレイの左右の端（dB スケールが表示されている場所）
を上下にドラッグすると、ディスプレイのデシベルスケールを調整できます。アナライザが有効のときは、左の端をド
ラッグすると dB リニアスケールが調整され、右の端をドラッグするとアナライザの dB スケールが調整されます。
基線の周囲の領域の

EQ カーブディスプレイの分解能を上げるには、グラフィックディスプレイの左側の dB スケー

ルを上方向にドラッグします。下方向にドラッグすると、分解能が下がります。
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Channel EQ のアナライザ

アナライザは、高速フーリエ変換（FFT）という数学的な処理を利用して、入力信号のすべての周波数成分をリア
ルタイムで表示します。この周波数成分は、設定した

EQ カーブに重ねて表示されます。アナライザカーブには EQ

カーブと同じスケールが使用されているため、重要な役割を持つ周波数を容易に見分けることができます。また、

EQ カーブを設定して周波数のレベルおよび範囲を調整することが簡単になります。
FFT 分析から得られる帯域は対数に基づいてスケーリングされるので、オクターブが高いほど、低い場合よりも多く
の帯域に分割されます。
アナライザを有効にすると、グラフィックディスプレイの右側のアナライザ上限パラメータを変更して、スケールを変

60 dB です。垂直方向にドラッグすると、最大値
を＋ 20 〜 -80 dB の範囲で設定できます。アナライザのディスプレイは、常に dB 単位のリニア表示です。
更できるようになります。表示される領域のダイナミックレンジは

参考：アナライザの分解能を上げると大幅に処理能力が増します。たとえばベース周波数が非常に低い場合に正確
な分析結果を得るには、分解能を上げる必要があります。EQ パラメータを設定した後は、アナライザをオフにする
か、Channel

EQ ウインドウを閉じることをお勧めします。

Linear Phase EQ
Linear Phase EQ の概要

この高品質な Linear

Phase EQ エフェクトは、Channel EQ と似ており、パラメータと 8 帯域のレイアウトが共
EQ を
Linear Phase EQ に、または Linear Phase EQ を Channel EQ に置き換えると、自動的に現在の設定が新し
い EQ に転送されます。
通しています。このため、互いに設定をコピーすることができます。同じインサートスロット内で Channel

Linear Phase EQ では、基本的なテクノロジーが Channel EQ とは異なっており、オーディオ信号の位相は保持
されます。常に位相の一貫性が保たれ、急激な信号のトランジェントに極端な EQ カーブを適用しても、位相は失
われません。
さらに、Linear

Phase EQ では、アクティブな帯域の数にかかわらず、一定量の CPU リソースが使用されるとい
う点が Channel EQ と異なります。Linear Phase EQ では、レイテンシも大きくなります。
参考：Linear

Phase EQ は、録音が済んだオーディオのマスタリングに使用することをお勧めします。ソフトウェア

音源のライブ演奏などには使用しないでください。
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Linear Phase EQ のパラメータ

Linear Phase EQ ウインドウの左側には、Gain および Analyzer コントロールがあります。ウインドウの中央の
領域には、各 EQ 帯域を形成するためのグラフィックディスプレイとパラメータがあります。

Linear Phase EQ のパラメータ
• 「Master Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、信号の全体的な出力レベルを設定します。各周波数帯を
ブーストまたはカットしてから使います。
• 「Analyzer」ボタン：クリックして、アナライザのオンとオフを切り替えます。
• 「pre

EQ」／「post EQ」ボタン：クリックして、アナライザモードが選択されている場合に、アナライザで EQ

適用前／適用後のどちらの周波数カーブを表示するかを設定します。
• 分解能ポップアップメニュー：アナライザのサンプル分解能を選択します。「low」
（1024 ポイント）、
「medium」

（2048 ポイント）、「high」（4096 ポイント）の中から選択できます。
• 帯域のオン／オフボタン： 対応する帯域のオンとオフが切り替わります。 それぞれのボタンのアイコンは、以下

の通りにフィルタの種類を示します：
• 帯域

1、ハイパスフィルタ。

• 帯域

2、ロー・シェルビング・フィルタ。

• 帯域

3 〜 6、パラメトリック・ベル・フィルタ。

• 帯域

7、ハイ・シェルビング・フィルタ。

• 帯域

8、ローパスフィルタ。

• グラフィックディスプレイ： 各

EQ 帯域の現在のカーブが表示されます。目盛りの単位は dB です。

• ディスプレイ上の目的の帯域を囲む部分を左右の方向にドラッグすると、その帯域の周波数を調整できます。
• ディスプレイ上の目的の帯域を囲む部分を上下の方向にドラッグすると、
その帯域のゲインを調整できます（帯

域
•

1 と帯域 8 を除く）。ディスプレイには、変更が即座に反映されます。

Q 値を調整するには、各帯域のピボットポイントをドラッグします。ピボットポイントの上にポインタを置くと、
Q 値が表示されます。

ポインタの横に

• 周波数フィールド：ドラッグして、各帯域の周波数を調整します。
• 「Gain/Slope」フィールド：ドラッグして、各帯域のゲインの量を設定します。 帯域

1 および 8 では、これに

よりフィルタのスロープが変更されます。
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• 「Q」フィールド：ドラッグして、各帯域の

Q、すなわちレゾナンス（センター周波数周辺の影響を受ける範囲）

を調整します。
参考：スロープを 6

dB/Oct に設定した場合、帯域 1 と帯域 8 の Q パラメータは作用しません。Q パラメータ

を極端に高く（100 など）設定すると、これらのフィルタが影響する周波数帯域が非常に狭くなるため、ノッチ
フィルタとして使用できます。
• リンクボタン：クリックして Gain-Q

Couple（EQ 帯域のゲインの増減に応じた Q（帯域幅）の自動調整）をオ

ンにして、対象とする帯域幅のベルカーブが保たれるようにします。
• 「Analyzer

Mode」ボタン（拡張パラメータ領域）：クリックして「Peak」または「RMS」を選択します。

• 「Analyzer

：ドラッグして、アナライザのカーブのディケイ
Decay」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）

速度（dB ／秒）を調整します（「Peak」モードの場合はピークディケイ、
「RMS」モードの場合は平均ディケイ）
。
• 「Gain-Q

Couple Strength」ポップアップメニュー（拡張パラメータ領域）：Gain-Q Couple の量を選択し

ます。
•

strong：帯域幅のほとんどが保護されます。

•

light ／ medium：ゲインの上下に応じて帯域幅が多少変更されます。

•

asym：正のゲイン値よりも負のゲイン値の方がカップリングが強く働くため、ゲインをブーストする場合よりも
カットした場合の方が帯域幅が厳密に保護されます。

参考：
「Gain-Q

Couple Strength」の設定を変えて Q パラメータのオートメーションを再生する場合、実際の

Q 値は、オートメーションを記録したときと異なります。

Linear Phase EQ の使いかたのヒント
一般的に、Linear

Phase EQ はマスターまたは出力チャンネルストリップに挿入してマスタリングツールとして使い
ます。Linear Phase EQ の使いかたは、オーディオ素材や目的とする結果によって異なります。多くの状況で次の
ワークフローが役に立ちます。Linear Phase EQ をフラットレスポンスに設定し（どの周波数もブースト／カットし
ません）、アナライザをオンにしてオーディオ信号を再生します。グラフィックディスプレイをモニタし、周波数スペク
トラムのピークの頻出部分やレベルが低い部分を確認します。信号の歪みやクリップが起きる場所に注意してくださ
い。グラフィックディスプレイまたはパラメータコントロール類を使って、周波数帯を調整します。
不要な周波数を抑制または除去したり、音量が小さい周波数を大きくして際立たせたりすることができます。帯域

2 から帯域 7 のセンター周波数を調整すると、特定の周波数（ミュージックデータの基音などの強調したい周波数、
またはハムやその他のノイズなどの排除したい周波数）を対象にすることができます。Q パラメータ（複数可）を
小さくして目的の周波数の範囲を狭めることができます。

EQ 帯域はそれぞれ異なる色でグラフィックディスプレイに表示されます。左右の方向にドラッグすると、その帯域の
1
および 8 では、グラフィックディスプレイの下のパラメータ領域でのみスロープの値を変更できます。各帯域には、
周波数をグラフィカルに調整できます。上下の方向にドラッグすると、各帯域のゲインの量を調整できます。帯域

周波数の位置にピボットポイント（カーブ上の小さな円）があります。このピボットポイントを上下にドラッグすると、

Q（帯域幅）を調整できます。
アナライザが有効ではないときに、dB スケールの左右の端を上下にドラッグすると、グラフィックディスプレイのデ
シベルスケールを調整できます。アナライザが有効のときは、左の端をドラッグすると dB リニアスケールが調整さ
れ、右の端をドラッグするとアナライザの
基線の周囲の領域の

dB スケールが調整されます。

EQ カーブディスプレイの分解能を上げるには、dB スケールの左側を上方向にドラッグしま

す。下方向にドラッグすると、分解能が下がります。
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Linear Phase EQ のアナライザ

アナライザは、高速フーリエ変換（FFT）という数学的な処理を利用して、入力信号のすべての周波数成分をリア
ルタイムで表示します。この周波数成分は、設定した

EQ カーブに重ねて表示されます。アナライザカーブには EQ

カーブと同じスケールが使用されているため、重要な役割を持つ周波数を容易に見分けることができます。また、

EQ カーブを設定して周波数のレベルおよび範囲を調整することが簡単になります。
FFT 分析から得られる帯域は対数に基づいてスケーリングされるので、オクターブが高いほど、低い場合よりも多く
の帯域に分割されます。
アナライザを有効にすると、グラフィックディスプレイの右側のアナライザ上限パラメータを変更して、スケールを変

60 dB です。垂直方向にドラッグすると、最大値
を＋ 20 〜 -40 dB の範囲で設定できます。アナライザのディスプレイは、常に dB 単位のリニア表示です。
更できるようになります。表示される領域のダイナミックレンジは

参考：アナライザの分解能を上げると大幅に処理能力が増します。たとえばベース周波数が非常に低い場合に正確
な分析結果を得るには、分解能を上げる必要があります。EQ パラメータを設定した後は、アナライザをオフにする
か、Channel

EQ ウインドウを閉じることをお勧めします。

Match EQ
Match EQ の概要

Match EQ では、特定のオーディオファイルの平均的な周波数スペクトラムを分析し、テンプレートとして保存でき
ます。このテンプレートを別のオーディオ信号に適用してオリジナルファイルのスペクトラムとマッチさせることがで
きます。これはフィンガープリント EQ とも呼ばれ、ある音の特徴が別の信号に適用されます。

Match EQ を使用すると、アルバムに収録する複数の曲の音質や全体的なサウンドを音響的にマッチさせたり、録
音したソースの特色を自分のプロジェクトに取り入れたりできます。

Match EQ は、オーディオファイル、チャンネルストリップの入力信号、テンプレートなどのオーディオ信号の周波数
EQ はソースファイル（テンプレート）と現在の素材（プ

スペクトラムを分析して学習するイコライザです。Match

ロジェクト全体でも、プロジェクト内の個々のチャンネルストリップでもかまいません）の平均周波数スペクトラムを
分析します。そしてこれら 2 つのスペクトラムをマッチさせて、フィルタカーブを作成します。このフィルタカーブに
よって、現在の素材の周波数応答をテンプレートの周波数応答とマッチさせます。フィルタカーブを適用する前に、
いくつかの周波数をブースト／カットしたり、カーブを反転したりして、修正を加えることができます。
アナライザによって、ソースファイルの周波数スペクトラムと、これによって生成されるカーブを比べて見ることがで
きるので、スペクトラム範囲内の特定の場所を手動で簡単に修正できます。
参考：Match

EQ は 2 つのオーディオ信号の周波数カーブを音響的にマッチさせますが、2 つの信号間のダイナミ

クス上の違いはマッチさせません。
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Match EQ のパラメータ

Match EQ には以下のパラメータがあります。

Match EQ のパラメータ
• 「Analyzer」ボタン：アナライザ機能のオン／オフを切り替えます。
• 「Pre」／「Post」ボタン：クリックして、アナライザでの信号の分析を、フィルタカーブの適用前（
「Pre」）と

適用後（「Post」）のどちらに行うかを設定します。
• 「View」ポップアップメニュー：グラフィックディスプレイに表示される情報を設定します。 選択肢は以下の通り

です：
•

Auto：現在の機能の情報を、グラフィックディスプレイの下部のアクティブなボタンに応じて表示します。

•

Template：取得したソースファイルの周波数カーブを表示します。この周波数カーブは赤色で表示されます。

•

Current Material：現在の素材として取得したオーディオの周波数カーブを表示します。この周波数カーブ
は緑色で表示されます。

•

Filter：テンプレートと現在の素材にマッチさせることによって作成されたフィルタカーブを表示します。この
フィルタカーブは黄色で表示されます。

• 「View」ボタン： 個々のカーブ（ステレオは「L&R」
）と、最大レベルの合計（「LR

Max」）のどちらをアナラ

イザに表示するかを指定します。
参考：「View」パラメータは、モノラルチャンネルでエフェクトを使用するときには無効になります。
• 「Select」ボタン：フィルタカーブ（テンプレートを現在の素材にマッチさせて作成）に対する変更を、左チャン

ネル（「L」）、右チャンネル（「R」）、両チャンネル（「L+R」）のいずれかに適用します。
参考：「Select」パラメータは、モノラルチャンネルでエフェクトを使用するときには無効になります。
• 「Channel

Link」スライダ／フィールド：ドラッグして、「Select」ポップアップメニューによる設定を微調整し

ます。
•

100 ％に設定すると、「L」と「R」のチャンネルが共通の EQ カーブで表されます。

• 値を

0 ％に設定すると、「Select」ポップアップメニューで選択したチャンネルごとに別々のフィルタカーブが

表示されます。
•

0 〜 100 ％の間で設定をして、これらの値を各チャンネルのフィルタカーブに加えた変更に混ぜ合わせること
ができます。これにより、混成カーブができます。

参考：「Channel

Link」パラメータは、モノラルチャンネルでエフェクトを使用するときには無効になります。

• グラフィックディスプレイ：テンプレートを現在の素材にマッチさせることによって作成されたフィルタカーブを表

示します。 フィルタカーブは編集が可能です（95 ページの Match

EQ のフィルタカーブを編集するを参照）。

• 「Template」の「Learn」ボタン：ソースファイルの周波数スペクトラムの取得を開始または停止します。
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• 「Current

Material」の「Learn」ボタン：ソースファイルとマッチさせるプロジェクトの周波数スペクトラムの

取得を開始または停止します。
• 「Current

Material」の「Match」ボタン：クリックすると、現在の素材の周波数スペクトラムをテンプレート

（ソース）ファイルのスペクトラムとマッチさせます。
• 「Phase」ポップアップメニュー：フィルタカーブの操作方法を切り替えます。
•

Linear：処理によって信号の位相は変更されませんが、レイテンシが増加します。

•

Minimal：信号の位相が（多少）変更されますが、レイテンシは低減されます。

•

Minimal, Zero Latency：レイテンシは加わりませんが、その他のオプションに比べて CPU の負荷が高く
なります。

• 「Apply」スライダ／フィールド：ドラッグして、信号のフィルタカーブのかかり具合を設定します。
• 値が

100 ％を超えると利きが強くなります。

• 値が

100 ％を下回ると利きが弱くなります。

• 負の値（−
• 値を

1 ％〜− 100 ％）にすると、フィルタカーブのピークとスルーが反転します。

100 ％にすると、フィルタカーブは変更されません。

• 「Smoothing」スライダ／フィールド：ドラッグして、フィルタカーブの滑らかさを、半音単位で設定された一

定の帯域幅で設定します。 値を 0.0 にすると、フィルタカーブは変更されません。値が
帯域幅でスムージング処理されます。値が
ます。同様に、値が

1.0 であれば、1 半音の
4.0 であれば、4 半音の帯域幅（長 3 度）でスムージング処理され

12.0 であれば、1 オクターブの帯域幅でスムージング処理されます。

参考：スムージングは、フィルタカーブに対して手動で行った変更には影響しません。
• 「Fade

Extremes」チェックボックス（拡張パラメータ領域）：選択すると、周波数スペクトルの上下の両端で

フィルタカーブがスムーシングされます。

Match EQ を使う

以下のタスクは、Match

EQ でミックスの周波数スペクトラムをソース・オーディオ・ファイルのスペクトラムにマッ

チさせるためによく使われます。そのすべてまたは一部をワークフローに適用することができます。

Match EQ テンプレートを登録する／作成する
オーディオファイルを「Template」の「Learn」ボタンまたは「Current

Material」の「Learn」ボタンの上に
ドラッグして、テンプレートまたは現在の素材として使用できます。Match EQ でファイルを分析する間は、バーに
進行状況が示されます。また、あらかじめ保存されたプラグインの設定を読み込むことや、コピー／ペーストによっ
て別の保存されていない

Match EQ インスタンスの設定を読み込むことも可能です。

以下のいずれかの操作を行います：

m Finder から「Template」の「Learn」ボタンにオーディオファイルをドラッグし、ソースチャンネルストリップをサ
イドチェーンとして選択します。

m

ソースチャンネルストリップの

Match EQ を使って、設定を保存します。ターゲットの Match EQ インスタンスにこ

の設定を読み込ませます。
「Match」ボタンがオンの場合、テンプレートまたは現在の素材のスペクトラムが新しく取得または読み込まれる
たびに、フィルタカーブが自動的にアップデートされます。「Match」ボタンをオンまたはオフにすることによって、
マッチ済みの（つまり調整済みであるか手動で修正済みの）フィルタカーブとフラットレスポンスを切り替えることが
できます。
プロジェクトミックスの EQ をソース・オーディオ・ファイルの EQ にマッチさせる

1

ソース・オーディオ・ファイルにマッチさせるプロジェクトで、Match

EQ を挿入します（通常は「Output 1-2」

に挿入）。

2

ソース・オーディオ・ファイルを「Template」の「Learn」ボタンの上にドラッグします。
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3

ミックスの始めに戻り、「Current

Material」の「Learn」をクリックしてから、ミックス（現在の素材）を最初か

ら最後まで再生します。

4

再生が完了したら、「Current Material」の「Match」をクリックします（これにより、自動的に「Current
Material」の「Learn」ボタンがオフになります）。
いずれかの「Learn」ボタンをクリックすると、
「View」パラメータが「Automatic」に設定され、機能の周波数
カーブがグラフィックディスプレイに表示されます。処理中のファイルがない場合は、ほかの「View」オプションを
選択することによって、いずれかの周波数カーブを確認できます。
参考：同時にオンにできる「Learn」ボタンは、1 つだけです。たとえば、「Template」セクションの「Learn」
ボタンがオンになっている場合に「Current

Material」セクションの「Learn」ボタンをクリックすると、テンプレー

トファイルの分析は停止し、スペクトラムテンプレートとして現在の状況が使用されて、入力されるオーディオ信号
（現在の素材）の分析が開始します。

Match EQ のショートカットメニューを使ってスペクトラムを編集する
ショートカットメニューを使うと、テンプレートまたは現在の素材のスペクトラムに適用できるコマンドを実行
できます。

m

いずれかの「Learn」ボタンを、Control キーを押しながらクリック（または右クリック）して、ショートカットメ
ニューから以下のいずれかを選択します。
•
•

Clear Current Material Spectrum：現在のスペクトラムを消去します。
Copy Current Spectrum：クリップボード（現在のプロジェクトのどの Match EQ インスタンスでも使えます）
に現在のスペクトラムをコピーします。

•

Paste Current Spectrum：現在の Match EQ インスタンスにクリップボードの内容をペーストします。

•

Load Current Material Spectrum from setting ﬁle：保存されている設定ファイルからスペクトラムを読
み込みます。

•

Generate Current Material Spectrum from audio ﬁle：選択したオーディオファイルの周波数スペクトラ
ムを生成します。

Match EQ のカーブを微調整する
「Match」が選択されているときにスペクトラムを新しく読み込む／登録するか、新しいスペクトラムが読み込まれ
た後で「Match」をオンにすると、2 つのオーディオ信号をマッチさせるたびに、フィルタカーブに対する既存の変
更はすべて破棄され、「Apply」スライダが

100 ％に設定されます。

以下のいずれかの操作を行います：

m

「Apply」スライダをドラッグし、値をデフォルトの

100 ％よりもやや低くして、ミックスのスペクトラムが極端に変

更されないようにします。

m

必要に応じて「Smoothing」スライダをドラッグして、生成した

EQ カーブのスペクトラムの細部を変更します。

チャンネルストリップでマッチした EQ を使う
テンプレートと現在の素材のスペクトルの差分をベースに、Match

EQ によってフィルタカーブが作成されます。こ
dB を基準とする EQ カーブが生成され

のカーブは、テンプレートと現在の素材のゲインの差を自動的に補正し、0

ます。グラフィックディスプレイに黄色のフィルタ・レスポンス・カーブが表示され、ミックスの平均スペクトルが示
されます。このカーブは、ソース・オーディオ・ファイルの平均スペクトルに近い（平均スペクトルを反映した）も
のです。

1

「Match

EQ」ウインドウの「Side Chain」ポップアップメニューで、マッチさせるチャンネルストリップを選択し

ます。

2
3

「Template」の「Learn」ボタンをクリックします。
ソース・オーディオ・ファイル全体を最初から最後まで再生します。「Template」の「Learn」ボタンを再度クリッ
クすると、登録処理が停止します。
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4

ミックスの始めに戻り、「Current

Material」の「Learn」をクリックしてから、ミックス（現在の素材）を最初か

ら最後まで再生します。

5

再生が完了したら、「Current Material」の「Match」をクリックします（これにより、自動的に「Current
Material」の「Learn」ボタンがオフになります）。

Match EQ のフィルタカーブを編集する
グラフィックディスプレイで各帯域に表示されたさまざまな部分を調整することによって、フィルタカーブを編集でき
ます。ポイントをドラッグしているときは、グラフィックディスプレイの小さなボックスに現在の値が表示されるので、
微調整することができます。

Match EQ のカーブの値を調整する
以下のいずれかの操作を行います：

m

その帯域のピーク周波数を（スペクトラム全体にわたって）シフトするには、水平方向にドラッグします。

m

その帯域のゲインを調整するには、垂直方向にドラッグします。

m Q 値を調整するには、Shift キーを押したまま垂直方向にドラッグします。
m

ゲインを 0

dB にリセットするには、Option キーを押したままドラッグします。

参考：フィルタカーブを手動で修正する場合は、アナライザディスプレイの背景を Option キーを押しながらクリッ
クすると、オリジナル（フラット）カーブに戻すことができます。Option キーを押しながら再度背景をクリックする
と、最新のカーブに戻ります。
フィルタの

Q 値は、クリックした位置とカーブの垂直距離によって設定されます。

Match EQ の Q 値を設定する
以下のいずれかの操作を行います：

m Q の値として最大値の 10 を設定するには（ノッチ型のフィルタ）、カーブをクリックします。
m Q 値を減らすには、カーブの上下をクリックします。クリックする場所がカーブから離れるほど、値は小さくなります
（最小値は 0.3）。
Match EQ のスケールの範囲を変更する
ディスプレイの左右にある dB スケールのカラーとモードは、選択されている機能に自動的に適用されます。アナラ
イザが選択されている場合は、左側のスケールに信号の平均スペクトラムが表示され、右側のスケールによってア
ナライザのピーク値を参照できます。デフォルトで表示されるダイナミックレンジは

60 dB です。これでも精度が低

い場合は、範囲を広げることができます。

m
m

いずれかのスケールをドラッグし、＋

20 〜− 100 dB の範囲で値を設定します。

Match EQ のゲインをスケールで変更する
いずれかのスケールをドラッグし、フィルタカーブの全体的なゲインを−

30 〜＋ 30 dB の範囲で調整します。

左のスケールに（アナライザが無効の場合は右のスケールにも）フィルタカーブの
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Single Band EQ
Single Band EQ は複数のモードで操作できます。「EQ Mode」ポップアップメニューから EQ を選択すると、以
下のパラメータが変化します。次の中から選択できます：
•

Low Cut フィルタおよび High Cut フィルタ：Low Cut フィルタは選択した周波数を下回る範囲の周波数を減
Cut フィルタは設定した周波数を上回る範囲の周波数を減衰させます。

衰させます。High
•

High Shelving および Low Shelving EQ：Low Shelving EQ は選択した周波数を下回る範囲の周波数だ
Shelving EQ は選択した周波数を上回る範囲の周波数だけに影響します。

けに影響します。High
•

Parametric EQ：Parametric EQ は、センター周波数を変更するシンプルなフィルタです。オーディオスペクト
ラムに含まれる周波数帯をブーストまたはカットするのに使用でき、幅広い周波数範囲を対象にすることも、ごく
狭い範囲のノッチフィルタとして使用することも可能です。センター周波数を中心に、周波数範囲が対称的にブー
スト／カットされます。

Single Band EQ のパラメータ
• 「Frequency」スライダ／フィールド：ドラッグしてカットオフ周波数を設定します。
• 「Gain」スライダ／フィールド（Shelf フィルタおよび

Parametric フィルタのみ）：ドラッグして、カットまたは

ブーストする量を設定します。
• 「Slope」ポップアップメニュー（Cut フィルタのみ）
：カットする量を選択します（オクターブあたりのデシベル

数）。値が大きくなるほど効果が顕著になります。
• 「Q-Factor」スライダ／フィールド：ドラッグして Q（帯域幅）を設定します。
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6

フィルタエフェクト

フィルタエフェクトの概要
フィルタを使うと、オーディオ信号の周波数を強調または抑制して、オーディオの音質を変化させることができます。
「MainStage」にはフィルタをベースにした高度な各種エフェクトがあり、クリエイティブなオーディオ編集に役立
てることができます。これらのエフェクトは、サウンドまたはミックスの周波数スペクトラムを大幅に変えるために最
もよく使われます。
参考：イコライザ（EQ）は、特殊なタイプのフィルタです。通常、イコライザは「エフェクト」としては使われませ
んが、サウンドまたはミックスの周波数スペクトラムを微調整するためのツールとして使われます。85 ページのイコ
ライザの概要を参照してください。

AutoFilter
AutoFilter の概要

AutoFilter は汎用的なフィルタエフェクトで、ユニークな機能をいくつか持っています。典型的なアナログスタイル
のシンセサイザーエフェクトの作成や、クリエイティブなサウンドデザインのツールとして使用することができます。
このエフェクトは、しきい値パラメータを使って入力信号のレベルを分析することで機能します。しきい値を上回る
信号は、シンセサイザースタイルの

ADSR エンベロープまたは LFO（低周波オシレータ）をトリガするために使わ

れます。これらのコントロールソースは、フィルタカットオフを動的にモジュレートするために使われます。

AutoFilter を使うと、異なるフィルタ・タイプやスロープの選択や、レゾナンスの量の調整、力強いサウンドにする
ためのディストーション、オリジナルのドライな信号と処理済みの信号をミックスするなどの操作も可能です。
Threshold
parameter

Envelope
parameters

Filter
parameters

Output
parameters

LFO parameters

Distortion parameters

97

「AutoFilter」ウインドウのメイン領域には、
「Threshold」、
「Envelope」、
「LFO」、
「Filter」、
「Distortion」お
よび出力パラメータのセクションがあります。
• 「Threshold」スライダ： 入力信号レベルを設定します。入力信号レベルがしきい値レベルを超えると、エン

ベロープまたは LFO がトリガされ、動的にフィルタのカットオフ周波数をモジュレートできます。98 ページの
AutoFilter のしきい値を参照してください。
• 「Envelope」パラメータ：時間軸に沿ってフィルタのカットオフ周波数をどのようにモジュレートするかを指定し

ます。98 ページの AutoFilter のエンベロープを参照してください。
• 「LFO」パラメータ：LFO でフィルタのカットオフ周波数をどのようにモジュレートするかを指定します。99 ペー

ジの AutoFilter の

LFO を参照してください。

• 「Filter」パラメータ：フィルタリングされたサウンドの音質を制御します。100 ページの AutoFilter のフィルタ

を参照してください。
• 「Distortion」パラメータ：フィルタの前と後で信号を歪ませます。101 ページの AutoFilter のディストーショ

ンを参照してください。
• 出力パラメータ：ドライ信号とエフェクト信号の両方のレベルを設定します。101 ページの AutoFilter の出力を

参照してください。

AutoFilter のしきい値

「Threshold」パラメータでは、入力信号のレベルを分析します。設定したしきい値レベルを入力信号のレベルが
超えると、エンベロープと LFO が再トリガされます。
参考：エンベロープまたは

LFO の再トリガは「Retrigger」ボタンが有効な場合にのみ実行されます。

エンベロープと LFO を使うと、フィルタのカットオフ周波数をモジュレートできます。

AutoFilter のエンベロープ
エンベロープを使うと、フィルタのカットオフを時間軸に沿って形成できます。設定したしきい値レベルを入力信号
が超えると、エンベロープがトリガされます。

「Envelope」パラメータ
• 「Attack」ノブ／フィールド： 回して、エンベロープのアタック時間を設定します。
• 「Decay」ノブ／フィールド： 回して、エンベロープのディケイ時間を設定します。
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• 「Sustain」ノブ／フィールド： 回して、エンベロープのサスティン時間を設定します。 入力信号がエンベロープ

のサスティンフェーズに達する前にしきい値レベル未満に下がった場合、リリースフェーズがトリガされます。
• 「Release」ノブ／フィールド： 回して、エンベロープのリリース時間を設定します。 入力信号がしきい値未満に

下がるとすぐにトリガされます。
• 「Dynamic」ノブ／フィールド： 回して、入力信号のモジュレーションの量を指定します。 このコントロールを

動かすと、エンベロープセクションのピーク値を調整できます。
• 「Cuto∂ Mod.」スライダ／フィールド：ドラッグして、カットオフ周波数へのエンベロープのかかり具合を設定

します。

AutoFilter の LFO

LFO はフィルタカットオフのモジュレーションソースとして使われます。

「LFO」パラメータ
• 「Coarse

Rate」スライダ／フィールド：ドラッグして、LFO モジュレーションの速度を設定します。 LFO の周

波数をヘルツ単位で設定するために使用します。
参考：「Beat

Sync」が有効な場合は、「Rate」ノブ、スライダ、およびフィールドのラベル表記が変わります。

「Rate」ノブおよびフィールドのみを使用できます。
• 「Fine

Rate」ノブ：回して、LFO モジュレーションの速度を設定します。 LFO の周波数を微調整するために使

用します。
• 「Beat

Sync」ボタン：オンにすると、LFO がホストアプリケーションのテンポに同期します。「Rate」ノブおよ
3 連符値などを選択できます。

びフィールドを使用して、小節の値や
• 「Phase」ノブ／フィールド：「Beat

Sync」が有効な場合に回すと、LFO とホストアプリケーションのテンポと
の位相関係を設定できます。「Beat Sync」が無効な場合、このパラメータは淡色で表示されます。

• 「Decay/Delay」ノブ／フィールド： 回して、LFO が
• 「Rate

0 から最大値に達するまでの時間を設定します。

Mod.」ノブ／フィールド： 回して、入力信号レベルとは独立して LFO 周波数を設定します。 通常、入
0 から「Rate Mod.」の値まで増加します。こ

力信号がしきい値を超える場合、LFO のモジュレーション幅は
のパラメータを使うと、この動作を上書きできます。
• 「Stereo

Phase」ノブ／フィールド： 回して、2 つのチャンネル上における LFO モジュレーションの位相関係を

設定します（ステレオの場合のみ）。
• 「Cuto∂ Mod.」スライダ／フィールド：ドラッグして、カットオフ周波数への
• 「Retrigger」ボタン：オンにすると、しきい値を超えるたびに

LFO のかかり具合を設定します。

LFO の波形が 0 からスタートします。

• 「Waveform」ボタン：クリックして、LFO の波形を選択します。下降ノコギリ、上昇ノコギリ、三角形、パルス

波形、またはランダムの中から選択できます。
• 「Pulse Width」スライダ／フィールド：ドラッグして、選択した波形のカーブを変更します。
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AutoFilter のフィルタ

「Filter」パラメータでは、音質を正確に調整できます。

「Filter」パラメータ
• 「Cuto∂」ノブ／フィールド： 回して、フィルタのカットオフ周波数を設定します。 高い周波数は減衰されます

が、低い周波数はローパスフィルタを通過できます。ハイパスフィルタではこの逆になります。「State Variable

Filter」がバンドパス（BP）モードの場合、通過できる周波数帯の中心周波数はフィルタカットオフによって決ま
ります。
• 「Resonance」ノブ／フィールド： 回して、カットオフ周波数に近い周波数帯の信号をブーストまたはカットしま

す。「Resonance」の値を非常に高くすると、カットオフ周波数でフィルタが発振し始めます。レゾナンスの値
が最大になる前に、この自励発振が生じます。
• 「Fatness」スライダ／フィールド：ドラッグして、低周波成分のレベルをブーストします。「Fatness」を最大

値に設定した場合、
「Resonance」を調節してもカットオフ周波数未満の範囲には効果がありません。このパラ
メータを使うと、ローパス・フィルタ・モードの場合に、高いレゾナンス値によって弱く（もろく）なったサウンド
を補正できます。
• 「State Variable

Filter」ボタン： ハイパス（HP）、バンドパス（BP）、またはローパス（LP）モードにフィル

タを切り替えます。
• 「4-Pole

Lowpass Filter」ボタン：クリックして、ローパスフィルタのスロープを 1 オクターブにつき 6、12、
18、または 24 dB のいずれかに設定します。
参考：いずれかのボタンをクリックすると、有効な「State Variable

Filter」ボタンが無効になり、自動的にロー

パス（LP）フィルタおよびスロープが選択されます。
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AutoFilter のディストーション

「Distortion」パラメータを使うと、
フィルタの入力または出力をオーバードライブさせることができます。ディストー
ションのインプットモジュールとアウトプットモジュールは同じですが、信号経路上でそれぞれフィルタの前と後に位
置しているため、かなり異なるサウンドが生み出されます。

「Distortion」パラメータ
• 「Input」ノブ／フィールド： 回して、フィルタセクションで信号を処理する前にかけるディストーションの量を設

定します。
• 「Output」ノブ／フィールド： 回して、フィルタセクションで信号を処理した後にかけるディストーションの量を

設定します。

AutoFilter の出力
出力のパラメータを使うと、ウェットとドライのバランス設定や、全体のレベルの設定ができます。

出力パラメータ
• 「Dry

Signal」スライダ／フィールド：ドラッグして、フィルタ済み信号に加えるオリジナルのドライ信号の量を

設定します。
• 「Main

Out」スライダ／フィールド：ドラッグして全体の出力レベルを設定します。 ディストーションやフィルタ

リング処理自体の結果として上昇したレベルを補正できます。
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EVOC 20 Filterbank
EVOC 20 Filterbank の概要

EVOC 20 Filterbank は、2 つのフォルマント・フィルタ・バンクでできています。入力信号は 2 つのフィルタバ
ンクを並行して通過します。バンクそれぞれ最大で 20 の周波数帯についてのレベルフェーダーを備えているため、
各帯域のレベルを独立して制御できます。レベルフェーダーを最低値に設定すると、その周波数帯でフォルマントが
完全に除去されます。「Formant

Shift」パラメータを使うと、フィルタ帯域の位置を調整できます。また、2 つの

フィルタバンク間でクロスフェードもできます。

EVOC 20 Filterbank のインターフェイスは、主に 3 つのセクションに分けられます：ウインドウ中央のフォルマン
ト・フィルタ・パラメータ・セクション、下部のモジュレーション・パラメータ・セクション、右側のアウトプット・パ
ラメータ・セクションです。
Formant Filter parameters

Output
parameters

Modulation parameters
• フォルマント・フィルタ・パラメータ：フィルタバンク A（上段の青い部分）とフィルタバンク B（下段の緑色の

部分）の

2 つのフィルタバンクで周波数帯を調節します。103 ページの EVOC 20 Filterbank のフォルマント

フィルタを参照してください。
• モジュレーションパラメータ：フォルマント・フィルタ・パラメータのモジュレート方法を操作します。104 ページ

の EVOC

20 Filterbank のモジュレーションを参照してください。

• 出力パラメータ：EVOC

20 Filterbank の全体的な出力レベルとパンを操作します。105 ページの
EVOC 20 Filterbank の出力パラメータを参照してください。

フォルマントについての基礎知識
フォルマントとは、サウンドの周波数スペクトラムのピークのことです。人間の声において、フォルマントは異なる母
音を聞き分けることを可能にする、重要な要素になります。人間は純粋に周波数に基づいて異なる母音を聞き分け
ているからです。人間の話し声や歌声のフォルマントは声道で発生し、ほとんどの母音には

4 つ以上のフォルマント

が含まれています。
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EVOC 20 Filterbank のフォルマントフィルタ
このセクションのパラメータを使うと、フィルタのレベルと周波数を精密に操作できます。
Formant Shift knob
Lowest button

High and Low
Frequency parameters

Boost A knob
Fade AB slider

Slope pop-up menu
Highest button

Boost B knob

Resonance knob

Frequency band faders

Bands value field

フォルマント・フィルタ・パラメータ
• 高域／低域周波数パラメータ：ドラッグして、フィルタバンクを通過する周波数の下限と上限を設定します。 それ

以外の周波数成分は遮断されます。
• 上部にある横長の青いバーの長さは周波数範囲を示します。青いバーの左右の端にある銀色のハンドルで、
そ

れぞれ高域周波数と低域周波数の値を設定します。青いバーをドラッグすると、周波数範囲の全体を移動
できます。
• 青いバーの下にある数値フィールド内をドラッグして、周波数の値を個別に調整することもできます。
• 周波数帯フェーダー：ドラッグして、フィルタバンク A（青いフェーダー）またはフィルタバンク B（緑色のフェー

ダー）の各周波数帯のレベルを設定します。 フェーダーの行で横方向にドラッグする（描画する）ことにより、複
雑なレベルカーブがすばやく作成できます。
• 「Formant

Shift」ノブ： 回して、両方のフィルタバンクですべての帯域を周波数スペクトラムの上または下に移

動します。
参考：「Formant

Shift」を調整すると、「Resonance」値を高くしたときに異常な共振が起こる場合

があります。
• 「Bands」値フィールド：ドラッグして、各フィルタバンクで 最大

20 の周波数帯の数を設定します。

• 「lowest」ボタン：クリックして、最低のフィルタ帯域の機能をバンドパスフィルタまたはハイパスフィルタに切り

替えます。 バンドパスモードを選択すると、最低周波数帯域より高い、または低い周波数成分は遮断されます。
ハイパスモードを選択すると、最低周波数帯域より低いすべての周波数成分はフィルタリングされます。
• 「highest」ボタン：クリックして、最高のフィルタ帯域の機能をバンドパスフィルタまたはローパスフィルタに切

り替えます。 バンドパスモードを選択すると、最高周波数帯域より高い、または低い周波数成分は遮断されます。
ローパスモードを選択すると、最高周波数帯域より高いすべての周波数成分はフィルタリングされます。
• 「Resonance」ノブ： 回して、両方のフィルタバンクの基本的な音響特性を定義します。「Resonance」を高

く設定すると各帯域で中心周波数が強調され、シャープで明るくなります。低く設定すると、ソフトになります。
• 「Boost

A」および「Boost B」ノブ： 回して、フィルタバンク A または B の周波数帯にかかるブースト（また

はカット）の量を設定します。 これらのノブを使うと、1 つまたは複数の帯域のレベルを下げることで発生する音
量低下を補正できます。「Boost
設定するときに、
「Fade

A」および「Boost B」を使ってフィルタバンクのレベルを混ぜ合わせる比率を
AB」（下記「「Fade AB」スライダ」を参照）を使うと、音色が変わるだけでレベルは

変わりません。
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• 「Slope」ポップアップメニュー： 両方のフィルタバンクの全フィルタに適用するフィルタ減衰の量を選択します。

「1」（1 オクターブごとに

6 dB）および「2」（1 オクターブごとに 12 dB）から選択します。「1」はサウンド

がソフトになり、「2」はサウンドが明るくなります。
• 「Fade

AB」スライダ：ドラッグして、フィルタバンク A とフィルタバンク B のクロスフェードを調整します。 最

も上の位置にあるときは、バンク A だけが聞こえます。最も下の位置にあるときは、バンク B だけが聞こえま
す。中央の位置では、両方のバンクを通過する信号が均等にミックスされます。

EVOC 20 Filterbank のモジュレーション

モジュレーションセクションには、2 つの

「Formant Shift」
LFO があります。左側の「LFO Shift」パラメータは、
パラメータを制御します。右側の「LFO Fade」パラメータは「Fade AB」パラメータを制御します。

モジュレーションパラメータ
• 「Shift

LFO」の「Intensity」スライダ：ドラッグして、「Shift LFO」による「Formant Shift」の変調強度

を設定します。
• 「Rate」ノブ／フィールド： 回して、モジュレーションの速度を設定します。 左側に回すとホストアプリケーション

のテンポに同期し、小節（あるいは

3 連符の拍）などを単位とした値が表示されます。右側に回すと非同期（自

由な速度設定が可能）になり、ヘルツ単位（毎秒サイクル）で表示されるようになります。
参考：小節値を同期して使えるため、1 小節のパーカッションパートをサイクルさせて、4 小節ごとにフォルマン
トをシフトするなどの使いかたができます。また、同じパート内で、8 分音符の

3 連符ごとに同じフォルマントシ

フトを実行することもできます。いずれの方法も面白い効果が得られます。
• 「Waveform」ボタン：クリックして、
「Shift

を設定します。 各

LFO」（左側の列）または「Fade LFO」（右側の列）で使う波形
LFO に以下の波形を選択できます：

• 三角波
• ノコギリ波（上昇方向および下降方向）
• 両極の矩形波（正と負の両方に振れ、トリルに向く）
• 単極の矩形波（正の方向にのみ振れ、2 つのピッチを交互に反復するトレモロに向く）
• ランダムステップ波形（サンプル＆ホールド）
• 滑らかなランダム波形
• 「Fade

LFO」の「Intensity」スライダ：ドラッグして、「Fade LFO」による「Fade AB」の変調強度を設定

します。
ヒント：LFO モジュレーションは、面白いエフェクトを作るために重要です両方のフィルタバンクで、完全に異な
るフィルタカーブと補完的なフィルタカーブのいずれかを設定します。ドラムループなどのリズミカルな素材を入
力信号として使い、LFO ごとに「Rate」を変えて、テンポの同期したモジュレーションを設定することができま
す。そのほか、EVOC

20 Filterbank の後に、Tape Delay などのテンポを同期したディレイエフェクトを挿入

して、ユニークなポリリズムを作ってみてください。
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EVOC 20 Filterbank の出力パラメータ
出力パラメータでは、全体的な出力レベルとステレオ幅を操作します。出力セクションには、内蔵のオーバードライ
ブ（ディストーション）回路もあります。

出力パラメータ
• 「Overdrive」ボタン：クリックすると、オーバードライブ回路のオンとオフが切り替わります。

参考：オーバードライブサウンドを鳴らすには、一方または両方のフィルタバンクのレベルブーストが必要になる
ことがあります。
• 「Level」スライダ：ドラッグして、出力信号の音量を設定します。
• 「Stereo

Mode」ポップアップメニュー： 入力／出力モードを選択します。

• 「s/s」モード（ステレオ入力でステレオ出力）の場合、左右のステレオチャンネルは別々のフィルタバンクで

処理されます。
• 「m/s」モード（モノ入力でステレオ出力）の場合、ステレオ入力信号はまずモノにまとめられてからフィルタ

バンクに送られます。
• 「Stereo Width」ノブ： 回して、フィルタ帯域の出力信号をステレオフィールドへ配分します。
• 左いっぱいに回して 0 に設定すると、全帯域の出力信号が中央から聞こえてくるようになります。
• 一番上の中央位置では、すべての帯域の出力が左から右に上昇します。
• 右いっぱいに回すと、左右のチャンネルから各帯域が交互に出力されます。

EVOC 20 TrackOscillator
EVOC 20 TrackOscillator の概要

EVOC 20 TrackOscillator はモノフォニックピッチのトラッキングオシレータを備えたボコーダーです。このトラッキ
ングオシレータは、モノフォニック入力信号のピッチをトラック（追跡）します。入力信号がボーカルメロディである
場合、歌部分のノートの各ピッチは合成エンジンがトラックし再現（演奏）します。

EVOC 20 TrackOscillator には、分析バンクと合成フィルタバンクという 2 種類のフォルマント・フィルタ・バンク
があります。どちらにも複数の入力オプションがあります。
分析信号のソースは、EVOC

20 TrackOscillator の挿入先チャンネルストリップの入力部で受け取ったオーディオ

や、別のチャンネルストリップからのサイドチェーン信号を使って取り込むことができます。
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合成ソースは、EVOC

20 TrackOscillator の挿入先チャンネルストリップのオーディオ入力、サイドチェーン信号、

またはトラッキングオシレータから生成できます。
分析および合成の入力信号が共に選択できるため、EVOC

20 TrackOscillator はピッチ・トラッキング・エフェク

ト以外に、独自のフィルタエフェクトとしても使用できます。たとえば、あるチャンネルストリップのオーケストラの録
音データを、別のチャンネルストリップの電車の音でサイドチェーンフィルタリングすることも可能です。または、あ
るドラムループを別のドラムループやリズムギター、クラビネット、およびピアノパートなどのサイドチェーン信号で
処理するという使いかたもできます。

ボコーダーの概要
ボコーダー（vocoder）とは「voice encoder」の略語です。ボコーダーは、分析入力部で受け取ったオーディ
オ信号の音響特性を分析し、それをシンセサイザーのサウンドジェネレータに送ります。その処理結果が、ボコー
ダーの出力として発音されます。
旧式のボコーダーでは、分析信号として人間の話し声、合成信号としてシンセサイザー音を使っていました。1970
年代後半から 1980 年代初頭にかけて、この音が広く知られるようになります。ローリー・アンダーソンの「O
「The
Superman」、リップスの「Funkytown」、さらにクラフトワークの「Autobahn」や「Europe Endless」、
Robots」、「Computer World」などにもボコーダーが使われています。
このような「歌うロボット」としての使いかたばかりではなく、ボコーダーサウンドは映画にも数多く取り入れられ
ています。「宇宙空母ギャラクティカ」のサイロン兵や、さらに有名なものとしては「スター・ウォーズ」に出てくる
ダース・ベイダーの声もそうです。
ボコーダーの処理そのものは、人の声以外の音を材料にしてもかまいません。たとえばドラムループを分析信号と
して使い、合成入力に与えられた弦楽合奏の音を変形させる、ということも可能です。
ボコーダーの音声の「分析」あるいは「合成」機能は、バンドパスフィルタを並べた、2 組のフィルタバンクによっ
て実行されます。バンドパスフィルタは、周波数スペクトル全体のうち 1 つの周波数帯域（スライス）をそのまま通
します。それ以外の成分は除去します。

EVOC 20 プラグインでは、この 2 組のフィルタバンクを「分析バンク」および「合成バンク」と呼んでいます。そ
5 番の 5 つ
のフィルタで構成するならば、合成セクションのフィルタバンクにも同じ 5 つのフィルタを用意します。分析バンクの
1 番帯域は合成バンクの 1 番帯域に対応し、2 番、3 番なども同様です。

れぞれに並べるフィルタの数は同じにします。すなわち、たとえば分析セクションフィルタバンクを 1 〜

分析セクションに入力されたオーディオ信号は、分析フィルタバンクで複数の帯域に分割されます。
周波数帯域ごとにエンベロープフォロワーがついています。これはフィルタを通った各帯域の信号の音量変化に追
随し、動的に制御信号を生成します。
この制御信号を合成フィルタバンクに送り、対応する帯域の信号レベルを、アナログボコーダーの VCA（Voltage

Controlled Ampliﬁer：電圧制御アンプ）で調整します。分析フィルタバンク内での帯域の音量変化は、合成フィ
ルタバンク内の同じ帯域に反映されます。こうしたフィルタのレベルの変化が、元の入力信号を合成して再生した音
（2 つのフィルタバンクの信号のミックス）として聞こえます。
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EVOC 20 TrackOscillator のインターフェイス

EVOC 20 TrackOscillator は、複数のパラメータセクションに分かれています。
Synthesis In parameters
Analysis In parameters

Formant Filter parameters

Output
parameters

Tracking Oscillator
parameters
• 「Analysis

LFO
parameters

U/V Detection
parameters

in」パラメータ：分析フィルタバンクによって入力信号がどのように分析および使用されるかを指定
20 TrackOscillator の「Analysis in」パラメータを参照してください。

します。107 ページの EVOC
• 「U/V

Detection」パラメータ：合成信号の無声音部分を検出して、聞き取りやすさを改善します。109 ページ
20 TrackOscillator の「U/V Detection」パラメータを参照してください。

の EVOC

• 「Synthesis

in」パラメータ：合成フィルタバンクによって入力信号がどのように使用されるかを指定します。
110 ページの EVOC 20 TrackOscillator の「Synthesis in」パラメータを参照してください。

• トラッキング・オシレータ・パラメータ：オシレータによって分析入力信号がどのように使用されるかを指定しま

す。110 ページのトラッキング・オシレータ・パラメータを参照してください。
• フォルマント・フィルタ・パラメータ：フィルタバンクの分析と合成について設定します。112 ページの EVOC

20

TrackOscillator のフォルマントフィルタを参照してください。
•

LFO パラメータ：オシレータのピッチまたはフォルマント・フィルタ・パラメータをモジュレートします。113 ペー
20 TrackOscillator のモジュレーションを参照してください。

ジの EVOC

• 出力パラメータ：EVOC

20 TrackOscillator の出力信号を設定します。114 ページの
EVOC 20 TrackOscillator の出力パラメータを参照してください。

EVOC 20 TrackOscillator の「Analysis in」パラメータ

「Analysis

in」セクションのパラメータでは、EVOC 20 TrackOscillator によって入力信号がどのように分析およ

び使用されるかを指定します。

「Analysis in」パラメータ
• 「Attack」ノブ： 上昇する信号に対し、分析の各フィルタ帯域に対応するエンベロープフォロワーが反応する速

度を、ノブを回して指定します。
• 「Release」ノブ： 下降する信号に対し、分析の各フィルタ帯域に対応するエンベロープフォロワーが反応する速

度を、ノブを回して指定します。
• 「Freeze」
ボタン：オンにすると、現在の分析サウンドスペクトラムを無期限に保持（フリーズ）
します。「Freeze」

ボタンを放すまでの間に入力されるソース信号は、分析フィルタバンクでは無視されます。また、「Attack」や
「Release」ノブの設定には影響を受けません。

第6章

フィルタエフェクト

107

• 「Bands」フィールド： 分析の対象となり、合成エンジンで使用する周波数帯の数を、ドラッグして設定します。

最大

20 の周波数帯を使用できます。

• 「Analysis
•

in」ポップアップメニュー： 分析信号のソースを設定します：

Track：EVOC 20 TrackOscillator の挿入先チャンネルストリップの入力オーディオ信号を分析信号として使
用します。

•

SideCh（SideChain）：サイドチェーンを分析信号として使用します。プラグインウインドウの右上隅にある
「サイドチェーン」ポップアップメニューから、サイド・チェーン・ソースのチャンネルストリップを選択します。

参考：「SideCh」を選択した場合にサイド・チェーン・チャンネルストリップが割り当てられていなければ、
EVOC 20 TrackOscillator は「Track」モードに戻ります。

EVOC 20 TrackOscillator の「Analysis in」を使用する

可能な限り音声を聞き取りやすくし、正確に追跡できるようにするため、
「Analysis

in」パラメータは正確な値にす

る必要があります。最適な結果を得るために、以下の作業とヒントに従ってください。

m

「Attack」時間と「Release」時間を設定する
「Attack」および「Release」ノブを回して、最も明瞭なサウンドが得られる「Attack」および「Release」時間
を設定します。
この「Attack」時間の値を大きめにすると、分析入力信号の変化（レベルのスパイク）にゆっくりと追従するよう
になります。話し声やハイハットなどパーカッシブな要素を持つ入力信号の場合、「Attack」の値が大きすぎると、
ボコーダーの音は歯切れが悪くなってしまいます。明瞭な発音になるよう、
「Attack」パラメータの値はできるだけ
小さくしてください。
この「Release」時間の値を大きめにすると、分析入力信号のレベルが落ちても、ボコーダーの出力にしばらくの
間その影響が残るようになります。話し声やハイハットなどパーカッシブな要素を持つ入力信号の場合、
「Release」
の値が大きすぎると、ボコーダーの音は歯切れが悪くなってしまいます。ただし「Release」時間が極端に短くて
も、ボツボツとして粗い音になります。開始位置は「Release」値を 8 〜

10 ms にしておくと便利です。

入力信号をフリーズする

m

「Freeze」ボタンをクリックすると、分析入力信号のサウンドスペクトラムが保持されます。
入力信号をフリーズ（固定）すると、その時点の信号特性が、合成セクションの複雑なフィルタ形状として反映され
たままになります。これは、以下のような場合に便利なことがあります：
• 話し声をソース信号とした場合、ある単語中の、たとえば母音「a」のアタック段やテイル段における信号特性

を固定できます。
• 人間が歌う場合、声を永久に伸ばし続けることはできません。こうした限界を補うには、
「Freeze」ボタンを使

います。歌の区切り（息継ぎ）で分析ソース信号が途切れる場合も、「Freeze」ボタンで声のフォルマントレベ
ルを固定すれば、合成信号が長く伸びても問題なく処理できます。
ヒント：「Freeze」パラメータは自動化できるので、このような場合に便利です。
フィルタバンクの周波数帯の数を設定する

m

「Bands」フィールドを上下にドラッグして、EVOC

20 TrackOscillator のフィルタバンクで使用する周波数帯の数

を設定します。
細かく分割するほど、入力信号の特性をより正確に再現できます。逆にこの値を小さくすると、大まかにしか分割さ
れないので、合成エンジンで再現される信号の精度が落ちてしまうことになります。通常は

10 〜 15 帯域程度にし

ておけば、比較的精度も高く、特に会話や歌の場合は聞き取りやすさも保たれ、その一方で負荷も適度に抑えるこ
とができます。
ヒント：ピッチをできるだけ正確にトラッキングするためには、ピッチの重なりがないモノ信号を使う必要がありま
す。未処理でバックグラウンドノイズのない信号が理想的です。たとえば少量であってもリバーブ処理がかかった信
号を使うと、おかしな音になります。ドラムループなど、聞こえるピッチを使用していない信号でもおかしな音にな
ります。ただし、プロジェクトにとって望ましい結果が得られることもあります。
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EVOC 20 TrackOscillator の「U/V Detection」パラメータ
人間の話し声は、有声音（高低のある音またはフォルマント）と無声音で構成されています。有声音は声帯が振動
して出ますが、無声音は唇や舌、口蓋、喉、喉頭などで空気の流れを妨げて作るものです。
有声音と無声音が混ざった音声を分析信号としてボコーダーに与えても、その違いが合成エンジンに伝わらず、弱
い音になってしまいます。この問題を回避するには、ボコーダーの合成セクションに何らかの工夫を加えて、有声音
と無声音が区別されるようにする必要があります。

EVOC 20 TrackOscillator には、U/V ディテクターが組み込まれています。分析信号から無声音の部分を検出し、
合成信号の対応する部分を雑音に置き換える、あるいは雑音を合成信号に重ねる、または元の信号と重ねるという
処理を行います。U/V ディテクターが有声音を検出した場合は、その情報を合成セクションに伝え、有声音の部分
については通常の合成信号をそのまま使います。
フォルマントについての基礎知識
フォルマントとは、サウンドの周波数スペクトラムのピークのことです。人間の声において、フォルマントは異なる母
音を聞き分けることを可能にする、重要な要素になります。人間は純粋に周波数に基づいて異なる母音を聞き分け
ているからです。人間の話し声や歌声のフォルマントは声道で発生し、ほとんどの母音には

4 つ以上のフォルマント

が含まれています。

「U/V Detection」パラメータ
• 「Sensitivity」ノブ： 回して、U/V 検出セクションの応答性を決めます。 右に回して値を増やすと、入力信号

の無声音の部分が認識しやすくなります。高い設定にすると無声音信号に対する感度が高まるため、有声音信号
も含め、ほとんどの入力信号で U/V 音源が使われることになります。その結果、ラジオ音声のように、頻繁に
途切れて常に雑音が混ざっているような信号になってしまいます。（U/V 音源は、以下に説明する「Mode」メ
ニューによって決まります。）
• 「Mode」メニュー： 入力信号が無声音になっている部分を置き換える音源を選択します。
•
•

Noise：無声音の部分に雑音を補います。
N + Syn（Noise + Synthesizer）：無声音の部分に、雑音のほか、シンセサイザーで合成した音を加えて
補います。

•

Blend：分析信号をハイパスフィルタに通して、無声音の部分に使います。この設定では、「Sensitivity」パ
ラメータを調整しても何の影響もありません。

• 「Level」ノブ： 回して、入力信号が無声音になっている部分を置き換える信号の音量を設定します。

重要：特に「Sensitivity」の値が大きい場合、EVOC20 TrackOscillator の負荷が高くなりすぎないよう、
「Level」ノブには注意が必要です。

第6章

フィルタエフェクト

109

EVOC 20 TrackOscillator の「Synthesis in」パラメータ

「Synthesis

in」セクションでは、シンセサイザーのトラッキング信号のさまざまな部分を制御します。トラッキング

信号は、内部シンセサイザーをトリガするために使われます。

「Synthesis in」パラメータ
• 「Synthesis
•

in」ポップアップメニュー：トラッキング信号のソースを選択します：

Track：EVOC 20 TrackOscillator の挿入先チャンネルストリップのオーディオ入力信号を合成信号として使
います。この信号が内部シンセサイザーを作動させます。

•

SideCh（サイドチェーン）：サイドチェーンを合成信号として使用します。EVOC 20 TrackOscillator ウイン
ドウの右上隅にある「サイドチェーン」ポップアップメニューから、サイド・チェーン・ソースのチャンネルを
選択します。

•

Osc.（Oscillator）：トラッキングオシレータを合成ソースとして設定します。このオシレータは、分析入力信
号のピッチを再現（追跡）します。「Osc.」を選択すると、合成セクションにあるほかのパラメータが有効にな
ります。「Osc.」を選択していない場合、このセクションにある「FM Ratio」、「FM Int」などのパラメータ
は作用しなくなります。

参考：サイドチェーンを選択した場合にサイド・チェーン・チャンネルが割り当てられていなければ、EVOC

20

TrackOscillator は「Track」モードに戻ります。
• 「Bands」フィールド：分析の対象となり、合成エンジンで使用する周波数帯の数を、ドラッグして設定します。

EVOC 20 TrackOscillator のオシレータ
トラッキング・オシレータ・パラメータ
このトラッキングオシレータは、モノフォニックオーディオ入力信号のピッチを追跡し、合成したサウンドでこれらの
ピッチを再現します。トラッキングオシレータの

FM トーンジェネレータは、サイン波を生成する 2 つのオシレータか

らできています。オシレータ 1（搬送波）の周波数はオシレータ 2（モジュレータ）によってモジュレートされ、オシ
レータ 1 のサイン波が変形します。これにより、倍音が豊富に含まれた波形になります。
重要：ここで説明するパラメータは、「Synthesis
ます。EVOC

in」メニューが「Osc.」に設定されている場合にのみ使用でき
20 TrackOscillator の「Synthesis in」パラメータを参照してください。

トラッキング・オシレータ・パラメータ
• 「FM

Ratio」フィールド：ドラッグして、サウンドの基本的な特性を決めるオシレータ 1 とオシレータ 2 との比率

を設定します。 偶数の値とその倍数はハーモニックなサウンドを生成し、奇数の値とその倍数は非ハーモニック
でメタリックなサウンドを生成します。
• 「FM

Ratio」を 1.000 にすると、ノコギリ波に似た結果が得られます。

• 「FM

Ratio」を 2.000 にすると、パルス幅が 50 ％の矩形波に似た結果が得られます。

• 「FM

Ratio」を 3.000 にすると、パルス幅が 33% の矩形波に似た結果が得られます。
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• 「FM

Int」ノブ： 回して、モジュレーションの強度を指定します。 値を高くするほど、倍音の多い複雑な波形に

なります。
• 値が

0 の場合、FM トーンジェネレータは無効となり、ノコギリ波が生成されます。

• 値が

0 を超える場合、FM トーンジェネレータが有効になります。値を高くするほど、複雑さが増し、明るい

サウンドになります。
• 「Tune」の「Coarse」フィールド：ドラッグして、オシレータのピッチオフセットを半音単位で設定します。
• 「Tune」の「Fine」フィールド：ドラッグして、ピッチオフセットをセント単位で設定します。 セントは半音の

1/100 に相当します。
トラッキングオシレータのピッチパラメータを使用する
トラッキングオシレータのピッチパラメータでは、トラッキングオシレータの自動ピッチ補正機能を制御します。これ
らのパラメータを使うと、スケールまたはコードに合わせてトラッキングオシレータのピッチを制限できます。これに
より細かなピッチ補正から大幅なピッチ補正まで処理することができ、
シンバルやハイハットなど高いハーモニックの
ピッチ補正されていない素材に対してもクリエイティブな使いかたができます。

トラッキングオシレータのピッチパラメータ
• 「Pitch

Quantize」の「Strength」スライダ：ドラッグして、自動ピッチ補正の強さを指定します。

• 「Pitch

Quantize」の「Glide」スライダ：ドラッグして、ピッチ補正に必要な時間量を設定し、クオンタイズ

したピッチへの移行を円滑にします。
• 「Root/Scale」のキーボード：クリックして、トラッキングオシレータをクオンタイズする際の基準となるピッチ

（複数可）を指定します。
• 「Root/Scale」ポップアップメニュー：「Scale」という文字の下をクリックして、トラッキングオシレータをクオ

ンタイズする際の基準となるスケールを選択します。
参考：このパラメータには「Root」と「Scale」の

2 つのフィールドがあります。「Root」（ルートキー）は、

ポップアップメニューで選択したスケールに関係なく変更できます。
• 「Max Track」フィールド：ドラッグして、最も高い周波数を設定します。 このしきい値を上回るすべての周波

数成分はカットされ、ピッチ検出の正確さが増します。ピッチ検出の結果が不安定な場合は、このパラメータを
できる限り低い値に設定し、該当するすべての入力信号を聴いたり処理したりできるようにします。
ルートまたはスケールを選択する

1

「Scale」という文字の下にある緑色の値フィールドをクリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

2

ピッチ補正のベースとなるスケールまたはコードを選択します。
参考：「Root」（キー）フィールドを縦方向にドラッグするか、ルートノートをダブルクリックして C と B との間に
ルートキーを入力し、選択したスケールまたはコードのルートキーを設定することもできます。「Root」パラメータ
は、「Root/Scale」値が「chromatic」または「user」に設定されている場合には使用できません。
選択したスケールまたはコードにノートを追加する／選択したスケールまたはコードからノートを削除する

m

スケールまたはコードにノートを追加するには：小型キーボードの使われていないキーをクリックすると、キーが緑
色で強調表示されます。

m

スケールまたはコードからノートを削除するには：選択されているノートをクリックすると、ノートが強調表示されな
くなります。
ヒント：最後に編集した内容は保存されます。新しいスケールやコードを選択した場合に変更を加えなければ、以
「Root/Scale」ポップアップメニューから「user」を選択し
前設定したスケールに戻ることができます。これには、
ます。
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EVOC 20 TrackOscillator のフォルマントフィルタ

EVOC 20 TrackOscillator には「Analysis in」セクション用と「Synthesis in」セクション用に 1 つずつ、合わ
せて 2 つのフォルマント・フィルタ・バンクがあります。入力信号の全体的な周波数スペクトラムは分析セクションで
分析され、複数の周波数帯に均等に分割されます。各フィルタバンクでは、周波数帯を最大 20 まで制御できます。

2 つに分かれており、上半分が分析セクション、下半分が合成セクショ
ンに対応します。パラメータの値を変更するとフォルマント・フィルタ・ディスプレイに反映されます。これは、2 つ
フォルマント・フィルタ・ディスプレイは上下

のフォルマント・フィルタ・バンクを通過する信号の状態を把握するのに役立ちます。

フォルマント・フィルタ・パラメータ
• 低域／高域周波数パラメータ：ドラッグして、フィルタセクションを通過する周波数の下限と上限を設定します。

それ以外の周波数成分は遮断されます。
• 「Formant

Stretch」および「Formant Shift」が使われていない場合、一番上にある横長の青いバーの長

さは分析と合成の両方の周波数範囲を示します。青いバーをドラッグすると、周波数範囲の全体を移動できま
す。青いバーの両端にある銀色のハンドルで、それぞれ高域周波数と低域周波数の値を設定します。
• 数値フィールド内をドラッグして、周波数の値を個別に調整することもできます。
• 「lowest」ボタン：クリックして、最低のフィルタ帯域の機能をバンドパスフィルタまたはハイパスフィルタに切り

替えます。 バンドパスモードを選択すると、最低周波数帯域より高い、または低い周波数成分は遮断されます。
ハイパスモードを選択すると、最低周波数帯域より低いすべての周波数成分はフィルタリングされます。
• 「highest」ボタン：クリックして、最高のフィルタ帯域の機能をバンドパスフィルタまたはローパスフィルタに切

り替えます。 バンドパスモードを選択すると、最高周波数帯域より高い、または低い周波数成分は遮断されます。
ローパスモードを選択すると、最高周波数帯域より高いすべての周波数成分はフィルタリングされます。
• 「Formant

Stretch」ノブ： 回して、合成フィルタバンクのすべての帯域について、幅と分布を変更します。 こ

れは、高域／低域周波数パラメータで指定した値と同じ周波数範囲でなくてもかまいません。
「Formant

Stretch」の値が 0 の場合、下部の合成フィルタバンクの各帯域の幅は、上部の分析フィルタバンク

の各帯域の幅と同じになります。値を低くすると合成バンクの各帯域の幅が狭まり、値を高くすると広がります。
制御範囲は全帯域幅の比率として表されます。
• 「Formant

Shift」ノブ： 回して、合成フィルタバンクですべての帯域を周波数スペクトラムの上または下に移動

します。
「Formant

Shift」の値が 0 であれば、合成フィルタバンクと分析フィルタバンクの各帯域が同じになります。正

の値を指定すれば分析フィルタバンクの帯域に比べて合成フィルタバンクの中心周波数が高くなり、負の値なら
ば低くなります。
「Formant

Stretch」と「Formant Shift」を組み合わせると、最終的なボコーダー音のフォルマント構成が変
Shift」の値を大きくする

わり、面白い音質の変化が得られます。たとえば、話し声の信号に対して「Formant
と、ミッキーマウスのような声になります。
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「Formant

Stretch」および「Formant Shift」は、合成信号の周波数スペクトルが分析信号の周波数スペク

トルと対応していない場合に特に有用です。たとえば、主として低域の信号を変調する分析信号を使って、高域
の合成信号を生成するようなことも可能です。
参考：「Formant

Stretch」および「Formant Shift」パラメータを使用した場合、「Resonance」設定が高

いと、極端にずれたレゾナンス周波数が生じることがあります。
• 「Resonance」ノブ： 回して、ボコーダーの基本的な音響特性を変更します。 値が小さいほど柔らかい響き、

大きいほどとげとげしく鋭い響きになります。技術的には、各周波数帯域の中心周波数付近を強調する、という
処理を行っています。

EVOC 20 TrackOscillator のモジュレーション
このセクションの

LFO 制御パラメータを使うと、トラッキングオシレータのピッチをモジュレートしてビブラートを発
Shift」パラメータをモジュレートしたりすることができます。

生させたり、合成フィルタバンクの「Formant

モジュレーションパラメータ
• 「Shift」の「Intensity」スライダ：ドラッグして、LFO による「Formant

Shift」の変調強度を設定します。

• 「Pitch」の「Intensity」スライダ：ドラッグして、LFO によるピッチモジュレーション（ビブラート）の量を設

定します。
• 「Waveform」ボタン：クリックして、LFO で使用する波形の種類を設定します。 以下のいずれかの波形を選

択できます：
• 三角波
• ノコギリ波（上昇方向および下降方向）
• 両極の矩形波（正と負の両方に振れ、トリルに向く）
• 単極の矩形波（正の方向にのみ振れ、2 つのピッチを交互に反復するトレモロに向く）
• ランダムステップ波形（サンプル＆ホールド）
• 滑らかなランダム波形
• 「LFO」の「Rate」ノブ／フィールド： 回して、モジュレーションの速度を設定します。 左側に回すとホストアプ

リケーションのテンポに同期し、小節（あるいは

3 連符の拍）などを単位とした値が表示されます。右側に回す

と非同期（自由な速度設定が可能）になり、ヘルツ単位（毎秒サイクル）で表示されるようになります。
参考：小節値を同期して使えるため、1 小節のパーカッションパートをサイクルさせて、4 小節ごとにフォルマン
トをシフトするなどの使いかたができます。また、同じパート内で、8 分音符の

3 連符ごとに同じフォルマントシ

フトを実行することもできます。いずれの方法も面白い効果が得られます。
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EVOC 20 TrackOscillator の出力パラメータ
出力セクションでは、EVOC

20 TrackOscillator から送られる信号の種類、ステレオ幅、レベルを制御できます。

出力パラメータ
• 「Signal」ポップアップメニュー：プラグインのメイン出力に送信する信号を選択します：
•

Voc（Vocoder）：ボコーダーエフェクトが聞こえます。

•

Syn（Synthesis）：シンセサイザーの信号だけが聞こえます。

•

Ana（Analysis）：分析信号だけが聞こえます。

参考：下から 2 つの設定は主にモニタ用です。
• 「Level」スライダ：ドラッグして、出力信号の全体的な音量を設定します。
• 「Stereo

Mode」ポップアップメニュー： 入力／出力モードを選択します。

• 「s/s」モード（ステレオ入力でステレオ出力）の場合、左右のステレオチャンネルは別々のフィルタバンクで

処理されます。
• 「m/s」モード（モノ入力でステレオ出力）の場合、ステレオ入力信号はまずモノにまとめられてからフィルタ

バンクに送られます。
• 「Stereo Width」ノブ： 回して、ステレオ空間に合成セクションの各フィルタ帯域の出力信号を配置します。
• 左いっぱいに回して 0 に設定すると、全帯域の出力信号が中央から聞こえてくるようになります。
• 中央位置では、すべての帯域の出力が左から右に上昇します。
• 右いっぱいに回すと、左右のチャンネルから各帯域が交互に出力されます。
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Fuzz-Wah
Fuzz-Wah の概要

Fuzz-Wah プラグインは、コンプレッションやファズディストーションのエフェクトを加えながら、クラシックなワウエ
フェクトをエミュレートします。ワウワウという名前は、これを適用したときの音の響きに由来します。ジミ・ヘンド
リックスがエレクトリックギターで効果的に使ったことで、ペダルエフェクトとしてよく知られるようになりました。バ
ンドパスフィルタやローパスフィルタのカットオフ周波数を、ペダルで制御します。場合によってはハイパスフィルタ
についても制御することがあります。
Drag a panel to
determine the order of
the effects chain.

Wah parameters

Compressor parameters

Fuzz parameters

Fuzz-Wah エフェクトは直列で動作します。つまり、1 つのエフェクトの出力がエフェクトチェーン内の次のエフェク
トの入力になります。ルーティングの順序を使って、たとえば、ディストーションをかけてからワウフィルタをかける
のか（鈍いサウンドの場合）、ワウフィルタをかけてからディストーションをかけるのか（鋭いサウンドになる）を選
択できます。
エフェクトチェーン内の順序を変更するには、エフェクト名を左右ドラッグします。
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「Auto Wah」パラメータ
これらのパラメータは、ワウエフェクトのトーンと動作を指定します。
「Auto Wah」機能を使ってもワウエフェクトを操作できます。この機能を使うと、範囲全体に継続的にフィルタス
イープが実行されます。ワウスイープは

MIDI フットペダルなどのコントローラを使用して制御することもできます。

「Auto Wah」パラメータ
• オン／オフボタン：Auto

Wah エフェクトのオン／オフを切り替えます。

• ワウ・タイプ・ポップアップメニュー：ワウエフェクトのタイプを選択します。
•

Classic Wah：有名なワウペダルを真似た設定です。軽いピーク特性を持ちます。

•

Retro Wah：有名なビンテージ・ワウ・ペダルを真似た設定です。

•

Modern Wah：ディストーション・ワウ・ペダルを真似た設定です。Q（quality）値の設定が安定していま
Q」で共鳴特性を指定します。Q 値を低くすると、幅広い周波数範囲に作用して、ソフトなレ
ゾナンスになります。Q 値を高くすると、狭い周波数範囲に作用して、一層はっきりと強調されます。
す。「Relative

•

Opto Wah 1：ディストーション・ワウ・ペダルを真似た設定です。Q（quality）値の設定が安定しています。

•

Opto Wah 2：ディストーション・ワウ・ペダルを真似た設定です。Q（quality）値の設定が安定しています。

•

Resonant LP：このモードでは、ワウがレゾナンス効果付きのローパスフィルタとして動作します。ペダル位
置を最小にすれば、低周波成分のみが通過します。

•

Resonant HP：このモードでは、ワウがレゾナンス効果付きのハイパスフィルタとして動作します。ペダル位
置を最大にすれば、高周波成分のみが通過します。

•

Peak：このモードでは、ワウがピーク（ベル）フィルタとして動作します。カットオフ周波数に近い周波数が
強調されます。

• 「Auto

Gain」ボタン：オンにすると、出力信号のダイナミックレンジが制限されます。 ワウエフェクトを使うと
Gain」はこの特性を補正し、出力信号を安定的な範

出力レベルの変動が大きくなる可能性があります。「Auto
囲内に維持します。
• 「Relative

Q」ノブ： 回して、メイン・フィルタ・ピークを調整します。ワウスイープをよりシャープ／ソフトにす

ることができます。
• 「Wah

Level」ノブ： 回して、ワウフィルタをかける信号の量を設定します。

• 「Depth」ノブ： 回して、
「Auto

Wah」エフェクトの深さを設定します。 0 に設定すると、自動ワウ機能は無

効になります。
• 「Attack」ノブ： 回して、ワウフィルタが完全に開くまでの時間を設定します。
• 「Release」ノブ： 回して、ワウフィルタが閉じるまでの時間を設定します。
• （ペダル）
「Range」スライダ：ドラッグすると、ワウフィルタがスイープします。

2 つの小さなスライダでスイー

プ範囲の最大値と最小値を設定します。
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Fuzz-Wah の「Comp」パラメータ
コンプレッサーエフェクトは通常、ファズ（ディストーション）エフェクトの直前に使用します。これにより聴覚上の
ゲインを増減し、ディストーション回路への入力レベルを適切に制御できます。ただし、コンプレッサーはエフェクト
チェーン内の好きな場所に置いてかまいません。完全に無効にすることもできます。

「Comp」エフェクトパラメータ
• オン／オフボタン：コンプレッサーエフェクトのオン／オフを切り替えます。
• 「Ratio」ノブ： 回して、圧縮スロープを調整します。 圧縮回路によって追加されるゲインがファズエフェクトに

直接渡されると、張りの良いサウンドになります。

「Fuzz」パラメータ
これらのパラメータは、内蔵ディストーション回路を制御します。

「Fuzz」パラメータ
• オン／オフボタン：ファズ・ディストーション・エフェクトのオン／オフを切り替えます。
• 「Fuzz

Gain」ノブ：回して、ディストーションのレベルを設定します。

• 「Fuzz Tone」ノブ：回して、ディストーションの音色を調整します。 低い値に設定すると温かい音になり、高

い値に設定すると明るく激しい音になります。
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Spectral Gate
Spectral Gate の概要

Spectral Gate は特殊なフィルタエフェクトで、クリエイティブなサウンドデザインのツールとして使用することがで
きます。
これは、
「Center

Freq.」および「Bandwidth」パラメータで指定した中心周波数の上下で入力信号を 2 つの周
Level」および「High Level」パラメータと、
「Super Energy」および「Sub Energy」パラメータで個別に処理できます。119 ページの Spectral Gate を使
波数範囲に分割します。指定した帯域の上下の信号範囲は、
「Low

うを参照してください。
Threshold
slider

Speed, CF Modulation,
and BW Modulation
sliders

Graphic
display

Super Energy and
High Level controls

Gain slider

Center Freq. and
Bandwidth knobs

Sub Energy and
Low Level controls

Spectral Gate のパラメータ
• 「Threshold」スライダ／フィールド：ドラッグして、周波数帯を分割するためのしきい値レベルを設定します。
しきい値を上回ると、「Center Freq.」および「Bandwidth」のパラメータで指定した周波数帯が上下の周波
数範囲に分割されます。
• 「Speed」スライダ／フィールド：ドラッグして、指定した周波数帯のモジュレーション周波数を設定します。
• 「CF

Modulation」（Center Frequency Modulation）スライダ／フィールド：ドラッグして、中心周波数

のモジュレーションの強さを設定します。
• 「BW

Modulation」（Bandwidth Modulation）スライダ／フィールド：ドラッグして、帯域幅モジュレーショ

ンの量を設定します。
• グラフィックディスプレイ：「Center
• 「Center

Freq.」および「Bandwidth」パラメータで指定した周波数帯を表示します。

Freq.」（Center Frequency）ノブ／フィールド： 回して、処理する周波数帯の中心周波数を設定し

ます。
• 「Bandwidth」ノブ／フィールド： 回して、処理する周波数帯の幅を設定します。
• 「Super
• 「High

Energy」ノブ／フィールド： 回して、しきい値を上回る周波数範囲のレベルを設定します。

Level」スライダ／フィールド：ドラッグして、指定の周波数帯を上回るオリジナル信号の周波数と処理

済み信号とをミックスします。
• 「Sub

Energy」ノブ／フィールド： 回して、しきい値を下回る周波数範囲のレベルを設定します。

• 「Low

Level」スライダ／フィールド：ドラッグして、指定の周波数帯を下回るオリジナル信号の周波数と処理済

み信号とをミックスします。
• 「Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして全体の出力レベルを設定します。
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Spectral Gate を使う

Spectral Gate の操作を理解するには、まずドラムループから始めてみるのが良い方法です。「Center Freq.」を
「Bandwidth」を最大値（20,000 Hz）に設定して、周波数帯全体を処理できるようにしま
Hz）に、
す。「Super Energy」ノブと「Sub Energy」ノブを片方ずつ上げてみて、続いてさまざまなしきい値設定を試し
てみましょう。これにより、
しきい値レベルが異なるとどのように「Super Energy」と「Sub Energy」のサウンド
に影響するかを把握できます。好みのサウンドや使えそうなサウンドが手に入った場合は、
「Bandwidth」パラメー
タを大幅に狭め、「Center Freq.」を徐々に上げ、続いて「Low Level」スライダと「High Level」スライダを
使ってオリジナルの信号から高音と低音を適量ミックスします。「Speed」設定が低い場合は、
「CF Modulation」
スライダまたは「BW Modulation」スライダを上げます。
最小値（20

1

Spectral Gate を使ってみる
「Center Freq.」および「Bandwidth」ノブを回して、処理する周波数帯を設定します。
グラフィックディスプレイには、この

2

2 つのパラメータが指定する帯域が表示されます。

「Threshold」スライダをドラッグして、適切なレベルに設定します。
しきい値レベルよりも高い、または低い入力信号は、すべて上下の周波数帯に分割されます。

3

「Super

Energy」ノブを回してしきい値を超える周波数のレベルを調節し、「Sub Energy」ノブを回してしきい

値未満の周波数のレベルを調節します。

4

「Low

Level」スライダと「High Level」スライダをドラッグして、指定の周波数帯にない周波数と処理済み信号

とをミックスします。
• 「Low

Level」スライダを使って、指定の周波数帯を下回る周波数と処理済み信号とをミックスします。

• 「High

5

Level」スライダを使って、指定の周波数帯を上回る周波数と処理済み信号とをミックスします。

「Speed」、「CF

Modulation」、および「BW Modulation」スライダをドラッグして、指定した周波数帯をモ

ジュレートします。
• 「Speed」スライダを使うと、モジュレーション周波数を指定できます。
• 「CF

Modulation」スライダを使うと、中心周波数のモジュレーションの強さを指定できます。

• 「BW

6

Modulation」スライダを使うと、帯域幅モジュレーションの量を調節できます。

「Gain」スライダをドラッグすると、処理済み信号の最終出力レベルを調整できます。
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7

イメージプロセッサ

イメージプロセッサの概要
イメージプロセッサは、ステレオイメージを操作するためのツールです。これを使うと、特定のサウンドまたはミック
ス全体に幅や奥行きを与えることができます。また、ミックス内の個々のサウンドの位相を変えることで、特定のト
ランジェントを拡張または抑制することもできます。

Direction Mixer
Direction Mixer の概要

Direction Mixer を使うと、MS 録音のデコードをしたり、左／右録音におけるステレオベースを広げてそのパン
位置を設定したりできます。

Direction Mixer は、マイキング技術を問わず、あらゆる種類のステレオ録音に使うことができます。一般的なス
テレオマイキング技術（AB、XY、MS）については、121 ページのステレオマイキング技術を参照してください。

Direction Mixer のパラメータ
• 「Input」ボタン：クリックして、入力信号のタイプを設定します。 入力信号が標準の左／右信号である場合は
「LR」ボタンをクリックし、MS エンコード信号である場合は「MS」ボタンをクリックします。
• 「Spread」スライダ／フィールド：ドラッグして、入力信号が

LR の場合はステレオベースの広がりを、MS の

場合はサイド信号のレベルを設定します。「Spread」パラメータの動作は、MS 信号と LR 信号のどちらを受信
するかによって変わります。この違いは次の通りです。

LR 信号を操作する場合：
• ニュートラル値の

1 にすると、信号の左／右サイドがそれぞれ正確に左右に配置されます。「Spread」値を

小さくすると、両サイドがステレオイメージの中央に向かって移動します。
• 値を

0 にすると、モノラルに合成した信号が生成され、入力信号の両サイドが 2 つの出力に同じレベルで振

り分けられます。1 より大きい値では、ステレオベースがスピーカーの空間的な限界を超えたイメージ上のポ
イントまで広がります。

MS 信号を操作する場合：
•

1 以上の値ではサイド信号のレベルが上がり、中央信号よりも高くなります。

• 値を

2 にすると、サイド信号しか聞こえません。

120

• 「Direction」ノブ／フィールド： 回して、録音されたステレオ信号のパン位置の中央（ステレオベースの中央）

を設定します。「Direction」を値

0 に設定すると、ステレオ録音でステレオベースの中央ポイントがミックスの

ちょうど中央に配置されます。

LR 信号を操作する場合：
•

では、ステレオベースの中央が完全に左にパンされます。
90°

• −

では、ステレオベースの中央が完全に右にパンされます。
90°

• 値が大きくなると、ステレオベースの中央がステレオミックスの中央に戻りますが、この場合、録音におけるス

テレオサイドが入れ替わる結果になります。たとえば、値を 180°
または−

180°にすると、ステレオベースの

中央がミックス内でデッドセンターになりますが、録音の左／右サイドは入れ替わります。

MS 信号を操作する場合：
•

では、中央信号が完全に左にパンされます。
90°

• −

では、中央信号が完全に右にパンされます。
90°

• 値が大きくなると、中央信号がステレオミックスの中央に戻りますが、この場合、録音におけるサイド信号が

入れ替わる結果になります。たとえば、値を 180°
または−

180°にすると、中央信号がミックス内でデッドセン

ターになりますが、サイド信号の左／右サイドは入れ替わります。

ステレオマイキング技術
録音によく使われるステレオマイキングには

「XY」、および「MS」です。ステレオ
3 つの手法があります。「AB」、

録音では、2 つのチャンネル信号を使います。

AB および XY 録音でも左右のチャンネル信号を録音しますが、左右のチャンネルを組み合わせて中央信号が生成
されます。

MS 録音では中央信号を録音し、左右のチャンネルはサイド信号からデコードします。サイド信号とは、左右のチャ
ンネル信号を合成した信号です。

AB マイキング
AB 録音では、2 つのマイク（一般に無指向性ですが、極性は使用できます）を中央から均等に配置し、音源に正
対させます。マイク間の間隔が、全体的なステレオ幅とステレオフィールド内の楽器の位置感覚に大きく影響します。
一般に、AB 技術はオーケストラの

1 つのセクション（弦楽器など）や、少人数のボーカルグループの録音に使わ

れます。また、ピアノやアコースティックギターの録音にも効果的です。

AB はフルオーケストラやグループの録音にはあまり向いていません。中心から外れた位置にある楽器のステレオ
音像（位置）が不鮮明になりがちだからです。また、モノラルへのミックスダウンにも向いていません。チャンネル
間の位相が打ち消されることがあります。

XY マイキング
XY 録音では、2 つの指向性マイクをステレオフィールドの中心から同じ角度に配置します。右側のマイクは、音源
の左側と音源の中央との中間点に向けます。左側のマイクは、音源の右側と音源の中央との中間点に向けます。音
源から 45°
〜

60°外れた位置で各チャンネルが録音されます（チャンネル間の角度が 90°〜 120°）。

XY 録音では両方のチャンネルのバランスが取れていることが多く、的確な位置情報がエンコードされます。XY 録
音はドラムの録音によく使われます。また、大きな編成や多くの楽器の録音にも向いています。
通常、XY 録音では

AB 録音よりもサウンドフィールドが狭くなるため、再生時にステレオ幅を感じられない場合が

あります。XY 録音はモノラルにミックスダウンできます。
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MS マイキング
MS（Middle and Side）録音を行うには、2 つのマイクを互いにできるだけ近くに配置します（通常はスタンドを
使うかスタジオの天井から吊り下げます）。1 つはカーディオイド型指向性（または無指向性）マイクで、録音する
音源に正対させます。もう 1 つは双指向性マイクで、
（音源の）左右に向けて 90°
開いて配置します。カーディオイ
ド型指向性マイクは、中央信号をステレオの片側に録音します。無指向性マイクは、サイド信号をステレオの他方
の側に録音します。このように行われた

MS 録音は Direction Mixer でデコードすることができます。

MS 録音を再生するときには、サイド信号が 2 回使われます：
• 録音時と同じ状態
• 完全に左にパンされた状態。または位相が反転し、完全に右にパンされた状態

MS は、モノラルへの絶対的な互換性を保持する必要があるすべての場合に最適です。XY 録音と異なり、MS 録
音には、録音するステレオの中央信号がカーディオイドマイクの指向性の軸にそろうという利点があります。どのよ
うなマイクでも指向性軸がずれることで周波数応答性のゆらぎが生じますが、MS 録音では常にモノラルの互換性
が保持されるため、これを軽減することができます。

Stereo Spread
通常、Stereo Spread はマスタリングに使われます。ステレオベース（空間の感覚）を広げるには、リバーブなど
のエフェクトを使用する、信号の位相を変えるといった方法があります。これらの方法は効果的ではありますが、トラ
ンジェントレスポンスが発生して、ミックスにおける全体的なサウンドが弱くなってしまうなどの問題が生じがちです。

Stereo Spread では、中音域をいくつかの周波数帯域（数は可変）に分け、左チャンネルと右チャンネルに振り
分けることによって、ステレオベースを広げます。中音域を左チャンネルに、中音域を右チャンネルにというように、
交互に振り分けがなされます。特にモノラル録音の素材にステレオ効果を与える場合、ほとんど違和感のない出力
が得られます。

Stereo Spread のパラメータ
• 「Lower Int.」
（Lower Intensity）スライダ／フィールド：ドラッグして、低周波数帯でのステレオベースの広
がりを設定します。
• 「Upper

Int.」（Upper Intensity）スライダ／フィールド：ドラッグして、高周波数帯でのステレオベースの広

がりを設定します。
参考：「Lower

Int.」と「Upper Int.」スライダを設定するときは、ステレオ効果がよく現れるのは中音域から

高音域であることを覚えておいてください。低周波数帯を左右のスピーカーに振り分けると、
ミックス全体の勢い
が失われてしまうことがあります。「Lower
設定は
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• グラフィックディスプレイ： 信号を分割する周波数帯の数と、高周波数帯／低周波数帯でのエフェクトの強さが表

示されます。 上半分は左チャンネルを表します。下半分は右チャンネルを表します。周波数スケールは右に行く
ほど高くなっています。
• 「Upper

Freq.」／「Lower Freq.」（Upper ／ Lower Frequency）スライダ／フィールド：ドラッグして、

ステレオイメージに戻される周波数の上限と下限を設定します。
• 「Order」ノブ／フィールド： 回して、信号をいくつの周波数帯に分割するかを設定します。 通常、ほとんどの

作業では

第7章

8 つの周波数帯で十分ですが、最大 12 の周波数帯まで分割することができます。

イメージプロセッサ

123

メータリングツール

8

メータリングツールの概要
メータリングツールを使うと、さまざまな方法でオーディオを分析することができます。各プラグインでは、チャンネ
ルストリップのメーターとは違うオーディオ情報を表示できます。メータリングプラグインの目的は、オーディオ信号
を変えることではなく、診断の手助けとして使うことです。
表示するオーディオ信号の特性はメーターごとに異なり、それぞれスタジオの特定の状況下で役立つよう設計されて
います。たとえば、BPM

Counter はオーディオファイルのテンポを、Correlation Meter は位相関係を、Level

Meter は入力されるオーディオ信号のレベルを表示します。

BPM Counter
BPM Counter を使うと、入力されるオーディオのテンポを bpm（1 分当たりの拍数）で分析できます。 検出回路
により、入力信号にあるトランジェント（インパルスとも呼ばれます）がすべて探し出されます。トランジェントとは、
信号のアタック部分にある、とても速く周期を持たないサウンドイベントです。この衝撃が明瞭であるほど、BPM

Counter はテンポを検出しやすくなります。
パーカッシブなドラムやインストゥルメントのリズムパート（ベースラインなど）はテンポ分析に適しています。一方、
パッドサウンドはテンポ分析にはあまり適していません。

LED に分析プロセスの状態が表示されます。LED が点滅状態のときは、回路がテンポを測定しています。LED が
点灯したら分析が終了したということで、テンポの測定値が表示されます。測定範囲は 80 〜 160bpm です。測
定値は小数点第 1 位まで表示されます。LED をクリックすると、BPM Counter をリセットできます。
参考：BPM

Counter は信号中のテンポの変動も検出し、正確な分析を試みます。再生時に LED が点滅し始めた
Counter が最後に受信した（または設定した）テンポとずれたテンポ変動を検出したことを表していま
す。新しくかつ一定のテンポを検出すると、LED はそのまま点灯し続け、新しいテンポが表示されます。

ら、BPM

Correlation Meter
Correlation Meter ではステレオ信号の位相関係が表示されます。

• 「＋

1」（右の位置）は、左右のチャンネルが 100 ％相関していることを表します（すなわち、左右の信号がまっ

たく同じ位相であるということです）。
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• 「0」
（中央の位置）は、左右の信号に可能な範囲で最大の差があり、きわめて広範なステレオ効果が得られる

ことを表します。
•

0 より小さい値は、位相を外れた素材があることを示します。ステレオ信号を混ぜ合わせてモノラル信号にする
と、位相が打ち消された状態になることがあります。

Level Meter プラグイン
Level Meter では現在の信号レベルがデシベル（dB）単位で表示されます。各チャンネルの信号レベルは青いバー
0dB を超えると、0dB よりも右のバーの部分が赤に変わります。

で示されます。信号レベルが

Level Meter のステレオインスタンスでは左右が別々のバーで表示されます。モノラルインスタンスは 1 つのバー
で表示されます。

現在のピーク値は数字で表示されるほか、グラフィック表示でも示されます。これらの値は、表示部分をクリックす
るとリセットすることができます。

Level Meter のパラメータ
• 「表示タイプ」ポップアップメニュー：
「Peak」、「RMS」、「Peak&RMS」、「ISPeak」、「ISPeak&Peak」、

「ISPeak&RMS」のいずれかの表示設定を選択します。

ISPeak オプションはサンプル間の値を表示します。
RMS のレベルは暗い青色のバーで表示されます。ピークレベルは明るい青色のバーで表示されます。ピークお
RMS のレベルを同時に表示するよう選択することも可能です。

よび

ピークレベルと RMS レベル
ピーク値は、信号が到達する最高のレベルのことです。RMS（二乗平均平方根）値は、信号全体の実効値です。つ
まり、信号の連続した出力が測定されています。
人間の聴覚は連続した信号を最も捉えやすいようにできているので、人間の耳は、ピークを読み取る計器よりも

RMS 計器に似ています。このため、ほとんどの場合、RMS メーターを使った方が意味のある結果が得られます。
または、RMS メーターとピークメーターを併用することも可能です。

MultiMeter
MultiMeter の概要

MultiMeter では高機能なメーター類や分析ツールが 1 つのウインドウに表示されます。以下のメーター／ツール
が含まれます：
•

1/3 オクターブごとに周波数帯のレベルを表示する Analyzer

• ステレオ・サウンド・フィールドの位相の一貫性を判断するための
• モノラル位相の互換性を検証する Correlation

Meter

• 各チャンネルの信号レベルを表示する統合された
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メインディスプレイ領域には、Analyzer または
の切り替えやほかの

Goniometer のいずれかの結果を表示することができます。表示
MultiMeter パラメータの設定は、ウインドウの左側にある制御パネルで行います。

Analyzer
parameters

Peak parameters

Main display in
Analyzer view

Goniometer parameters

Level Meter

Correlation Meter

MultiMeter は特定のチャンネルストリップに直接挿入できますが、ミックス全体を操作する場合はホストアプリケー
ションのマスター・チャンネル・ストリップで使うのが一般的です。

MultiMeter の「Analyzer」パラメータ

「Analyzer」モードでは、
MultiMeter のメインディスプレイに、入力信号の周波数スペクトラムが
分けて表示されます。各周波数帯の幅は

31 の周波数帯に
「Analyzer」
1 オクターブの 1/3 です。「Analyzer」パラメータを使うと、

モードを有効にしたり、入力信号をメインディスプレイに表示する方法をカスタマイズしたりすることができます。

Analyzer parameters

Scale

MultiMeter の「Analyzer」パラメータ
• 「Analyzer」ボタン：メインディスプレイを「Analyzer」モードに切り替えます。
• 「Left」／「Right」／「LRMax」／「Mono」ボタン：クリックして、メインディスプレイに

Analyzer の結

果を表示するチャンネルを指定します。
•

Left/Right：左または右チャンネルを表示します。
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•

LRmax：ステレオ入力の最大レベルを表示します。

•

Mono：両方の入力（ステレオ）を合成してモノラルにした場合のスペクトラムを表示します。

• 「View」フィールド：ドラッグして、Analyzer での値の表示方法を設定します。
「Top」で表示範囲の最大値を

設定し、「Range」で全体のダイナミックレンジを設定します。
• 「Mode」ボタン：クリックして、レベルの表示方法を指定します。
「Peak」、「Slow

RMS」、「Fast RMS」の

いずれかの特性を選択できます。
•

2 つの「RMS」モードは信号の実効値平均を表し、耳に聴こえる音量レベルに合致しています。

• 「Peak」モードにすると、レベルの正確なピーク値が表示されます。
• スケール（メインディスプレイに表示）
：レベルのスケールを示します。スケールを調整するには上下にドラッグし

ます。強く圧縮をかけた素材の場合、このスケールを調整すると便利です。レベルの変化が小さい場合でも、そ
の変化が見やすくなります。

MultiMeter の「Goniometer」パラメータ

Goniometer を使うと、ステレオイメージの干渉を検証して、左右のチャンネル間の位相の差を定義することがで
きます。中央のラインの M（中央／モノラル）に沿ってトレースが打ち消し合っていれば、位相に問題があることが
簡単に分かります。

Goniometer の原理は、古くから 2 チャンネル方式のオシロスコープに使われていたものです。Goniometer の
ようなデバイスを使用するには、左右のステレオチャンネルの信号を X 軸と Y 軸の入力に接続し、表示を 45°
傾け
ます。するとステレオ位相が目に見える形で表現されます。
信号トレースはゆっくりと黒に戻ります。これはグロー管を使った古くからの

Goniometer の動作を真似たもので

すが、信号を読み取るにはこの方式が最も優れているようです。

MultiMeter の「Goniometer」パラメータ
• 「Goniometer」ボタン：メインディスプレイを「Goniometer」モードに切り替えます。
• 「AutoGain」フィールド：ドラッグして、入力レベルが低い場合に表示を補正する度合いを設定します。

「AutoGain」レベルは

10 ％ずつ増やすことができます。また、この機能をオフにすることも可能です。

参考：ほかのエフェクトやプロセッサ（コンプレッサーなど）の「AutoGain」パラメータと混同しないよう、メー
ターでは「AutoGain」は表示用パラメータとしてのみ使われます。この「AutoGain」パラメータは、レベル
を上げて表示を見やすくするためのものです。オーディオレベル自体は変化しません。
• 「Decay」フィールド：ドラッグして、Goniometer が黒に戻るまでの時間を設定します。
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MultiMeter の Level Meter

Level Meter では現在の信号レベルが対数のデシベル（dB）単位で表示されます。各チャンネルの信号レベルは
青いバーで示されます。

RMS レベルとピークレベルは同時に表示され、RMS レベルは暗い青のバーで、Peak レベルは明るい青のバーで
0 dB を超えると、0 dB を超えた部分のバーが赤に変わります。

表示されます。信号レベルが
現在のピーク値は、Level

Meter 上部に数字（dB）で表示されます。表示部分をクリックするとピーク値をリセッ

トできます。

MultiMeter の Correlation Meter

Correlation Meter はステレオ信号の位相関係を計測します。Correlation Meter のスケールの値は以下の状態
を示しています：

• 「＋

1」は、左右のチャンネルが 100 ％相関していることを表します。すなわち、左右の信号がまったく同じ位

相であるということです。
• 相関値が「＋

1」から中央位置にかけての青い領域に入っていれば、ステレオ信号がモノラル信号と互換性が

あることを表します。
• 中央位置にあれば、左右の信号に可能な範囲で最大の差があり、きわめて広範なステレオ効果が得られること

を表します。
• 相関値が中央から左側の赤い領域に入っていれば、位相を外れた素材があることになります。ステレオ信号を混

ぜ合わせてモノラル信号にすると、位相が打ち消された状態になることがあります。
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MultiMeter の「Peak」パラメータ

MultiMeter の「Peak」パラメータを使うと、ピークホールド機能の有効／無効を切り替えたり、全種類のメー
ターのピーク値をリセットしたりすることができます。一時的なピークホールド時間を指定することもできます。

MultiMeter の「Peak」パラメータ
• 「Hold」ボタン：クリックして、MultiMeter のすべてのメーターリングツールでピークホールドを有効にします。
表示方法は以下のようになります：
•

Analyzer：各 1/3 オクターブ・レベル・バーの上に黄色い小さな区画が現れ、ここに最新のピーク値が表
示されます。

•
•

Goniometer：いったん光ったピクセルは、ピークのホールド時間中ずっと光ったままになります。
Correlation Meter：相関値を表す針が左右に動いた範囲がリアルタイムで相関インジケータにより白く表示
されます。左寄りの赤い縦線で、負の方向に最も針が振れた位置が示されます。再生時にこの線をクリックす
ると、リセットすることができます。

•

Level Meter：各ステレオ・レベル・バーの上に黄色い小さな区画が現れ、ここに最新のピーク値が表示さ
れます。

• ホールド時間ポップアップメニュー：すべてのメータリングツールのホールド時間を設定します。2 秒、4 秒、6

秒、または「inﬁnite」（無限）を選択できます。
参考：選択した時間を有効にするには、
「Hold」ボタンをオンにしてピークホールドを有効にする必要があります。
• 「Reset」ボタン：
「Reset」ボタンを選択すると、すべての測定ツールのピークホールド値がリセットされます。
• 「Inter

Sample Peak Detection」チェックボックス（拡張パラメータ領域）：選択すると、信号のサンプル間

ピークが検出されます。
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Tuner ユーティリティを使う
Tuner ユーティリティを使うと、お使いのシステムに接続された音源をチューニングすることができます。これによ
り、外部音源の録音がプロジェクト内のほかのソフトウェア音源、既存のサンプル、既存の録音と調和するようにな
ります。

Tune Deviation display
Mute button
Drag to set pitch.

Keynote

Tuner のパラメータ
• チューニングのグラフィックディスプレイ：ノートのピッチをセント単位で示します。センター位置（12 時の方向）

にあれば、ノートは正確にチューニングされています。インジケータが中央から左に動く場合は、基準のノート
よりも音が低くなっています。インジケータが中央から右に動く場合は、基準のノートよりも音が高くなっていま
す。チューニング精度を示すために、色も使用されます。緑色はチューニングされた信号を示し、オレンジ色は
デチューンされた信号を示します。
• 参照チューニングフィールド：上下にドラッグして、チューニングのベースとして使用するノートのピッチを設定し

ます。デフォルトはノート A

= 440 Hz で、410 〜 470 Hz の範囲で設定できます（0.1 Hz 単位）。

• キーノートディスプレイ：演奏中のノートの目標ピッチ（チューニングされた最も近いピッチ）が表示されます。
• チューニングずれディスプレイ：チューニングのずれがセント単位で表示されます。
• 「M」ボタン：クリックすると、アクティブなチャンネルがミュートになります。

Tuner を使う
1 Tuner プラグインをオーディオ・チャンネル・ストリップに挿入します。
2

音源で単音を鳴らしてチューニングのグラフィックディスプレイとキーノートディスプレイを確認します。ノートがキー
ノートのフラットまたはシャープである場合は、チューニングのグラフィックディスプレイにオレンジ色の区画が表示
され、
キーノートがオレンジ色で表示されます。チューニングずれディスプレイにはピッチが（セント単位で）どれだ
けずれているかが表示されます。

3

チューニングのグラフィックディスプレイでインジケータが中央に表示され、チューニングずれディスプレイに
「0

cents」と表示されるように音源をチューニングします。

正しくチューニングされると、チューニングのグラフィックディスプレイとキーノートは緑色で表示されます。
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MIDI プラグイン

9

MIDI プラグインを使う
MIDI プラグインはソフトウェア音源チャンネルストリップに挿入します。このプラグインは、MIDI リージョンや MIDI
キーボードからの MIDI データをリアルタイムで処理および生成します。
MIDI プラグインはソフトウェア音源チャンネルストリップのオーディオパスの前に直列で接続します。
MIDI プラグインには MIDI 入力、MIDI プロセッサ、MIDI 出力が備わっています。MIDI プラグインから送られる
出力信号は、MIDI ノートやコントローラメッセージなどの標準的な MIDI イベントです。

1 つまたは複数の MIDI プラグインを挿入する
1 EQ グラフィックと、ソフトウェア音源チャンネルストリップの音源スロットとの間をクリックします。
2

使用する MIDI プラグインの名前を「MIDI プラグイン」ポップアップメニューから選択します。
選択した

MIDI プラグインのウインドウが開き、MIDI プラグインの名前が記された緑色のラベルがチャンネルスト

リップに表示されます。

3

さらに別の

MIDI プラグインを挿入するには、チャンネルストリップに挿入されている MIDI プラグインのラベルの

上端または下端にポインタを移動して、緑色の線が表示されたらクリックします。
参考：この方法で挿入した

MIDI プラグインのウインドウは自動的には開きません。ラベルをクリックすると、プラ

グインウインドウが開きます。

m

MIDI プラグインの順序を変更する
移動する MIDI プラグインのラベルを、移動先となる MIDI プラグインのラベルにドラッグします。
• 移動先の

MIDI プラグインが一番上のスロットにある場合：移動先の MIDI プラグインはリスト内を下に移動し

ます。
• 移動先の

MIDI プラグインが一番下のスロットにある場合：移動先の MIDI プラグインはリスト内を上に移動し

ます。
• 移動先の

m

MIDI プラグインがスロットの中ほどにある場合：2 つのプラグインの位置が入れ替わります。

MIDI プラグインを削除する
削除する MIDI プラグインのラベルの右端近くにある矢印をクリックし、
ポップアップメニューから「プラグインなし」
を選択します。

MIDI プラグインをバイパスする
1 MIDI プラグインのラベルの左端近くにあるバイパスボタンをクリックします。
プラグインのラベルが淡色で表示されます。バイパスされる場合でもプラグインのパラメータ設定は保持されます。

2

バイパスボタンをクリックすると、MIDI プラグインが使用できる状態に戻ります。
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Arpeggiator MIDI プラグイン
Arpeggiator の概要

Arpeggiator MIDI プラグインは、受信する MIDI ノートに基づいて、面白いアルペジオを生成します。分割機能
とリモート機能によって鍵盤から手を離さずにほぼすべての機能を制御できるので、ライブ演奏での強力なツールと
して役立ちます。
アルペジオとは、コードを構成するノートの連なりのことです。アルペジオでは一度にすべてのノートを弾くのではな
く、1 つずつノートを弾いていきます。弾く順番は、低い音から高い音へ、高い音から低い音へ、ランダムに、など
さまざまです。Arpeggiator プラグインには、切り替えのできるバリエーションや転回など数々のプリセットパター
ンが搭載されています。転回によってコードのルート音の位置が低い音から順に入れ替わり、アルペジオパターン
の開始音が変わります。これらの機能を使えば、ライブ演奏時、またはスタジオで新しいプロジェクトを作成する際
に、パターンや雰囲気をすばやく切り替えることができます。
Control parameters

Note order parameters

Click here to access
Advanced parameters.

Arpeggiator MIDI プラグインは 3 つの領域に分かれています。
• コントロールパラメータ：この領域には、再生および「Latch」コントロールがあります。Arpeggiator のコン

トロールパラメータを参照してください。
• ノート順序パラメータ：ノート順序パラメータは、アルペジオの種類を指定します。これらのパラメータには、4

つのバリエーションまたは転回、アルペジオのオクターブ範囲、アルペジオの速度が含まれます。Arpeggiator
のノート順序パラメータの概要を参照してください。
• 詳細パラメータ：Arpeggiator の詳細コントロールは

4 つのタブに分かれています。「Pattern」、「Options」、

「Keyboard」、「Controller」の各タブをクリックすると、それぞれのパラメータグループが開きます。

Arpeggiator のパターンパラメータの概要、、Arpeggiator のキーボードパラメータ、および Arpeggiator の
コントローラパラメータを割り当てるを参照してください。

第9章

MIDI プラグイン

132

Arpeggiator のコントロールパラメータ
コントロールパラメータは

Arpeggiator を開始および停止させるほか、ラッチ動作を指定します。また、演奏中の

アルペジオを MIDI リージョンとして取り込むこともできます。

コントロールパラメータ
• 再生ボタン：クリックすると、MIDI キーボードまたは

MIDI リージョンから入力したノートのアルペジオ再生が開

始または停止します。再生モードの場合、再生ボタンが点灯します。Arpeggiator プラグインが停止すると、受
信した

MIDI ノートは通過します。キーボードの分割およびリモート操作についてのパラメータ設定は保持されま

す。Arpeggiator のキーボードパラメータを参照してください。
• 「MainStage」が再生モードの場合：Arpeggiator の再生ボタンをオンにするとアルペジオ演奏が始まりま

す。はじめてこのプラグインを挿入したときも同様です。アルペジオ再生はソングの位置にリンクされます。
• 「MainStage」
が停止している場合：アルペジオ再生が停止します。受信した

MIDI ノートは通過します。キー

ボードの分割およびリモート操作についての設定は保持されます。
参考：「MainStage」が停止していても、Arpeggiator の再生ボタンをクリックすれば、アルペジオの最初の
ステップからアルペジオ再生が始まります。
• ライブ演奏の取り込みボタン：ボタンをクリックしてから、演奏中のアルペジオをソフトウェア音源トラックにドラッ

グします。演奏中のアルペジオパターンが目的の位置に

MIDI リージョンとして配置されます。

• 「Latch」ボタン：クリックすると、Latch モードのオンとオフが切り替わります。これによって、キーを押さえて

いなくてもアルペジオが再生されます。Latch モードの動作は「Latch」の「Mode」ポップアップメニューで
指定します。
• 「Latch」の「Mode」ポップアップメニュー：以下のいずれかの
•
•

Latch モードを選択します：

Reset：最初に弾いたキーによって、ラッチされているノートが消去されます。
Transpose：キーを 1 つ弾くと、押さえたキーのノート値とアルペジオ内の一番低いノートを基準にしてアル
ペジオがトランスポーズされます。

参考：一度に複数のキーを押さえると、ラッチされているノートが消去され、新しいアルペジオが始まります。
•

Gated Transpose：このオプションは「Transpose」ラッチモードと同じですが、アルペジオが演奏される
のはキーを押さえている間だけです。キーを放すとすぐにアルペジオがミュートされます。

•

Add：複数のキーを 1 つずつ、またはコードとして同時に弾くと、ラッチされているアルペジオにこれらのキー
が追加されます。同じキーを複数回弾くと、弾いた回数だけそのノートが繰り返されます。

•

Add Temporarily：このオプションは「Add」ラッチモードと同じですが、ラッチされているアルペジオにノー
トが追加されるのはキーを押さえている間だけです。押さえているキーを放すと、
アルペジオからこれらのキー
が取り除かれます。

•

Through：受信したすべての MIDI ノートは Arpeggiator プラグインを通過します。このため、ラッチされ
たアルペジオに合わせて演奏できます。

• 「Delete

Last」ボタン：クリックすると、アルペジオに追加された直前のイベント（音符、休符、またはタイ）

が削除されます。
参考：各イベントには一意の位置識別番号が割り振られており、直前のイベントには最も大きな番号が付けられ
ています。
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• 「Clear」ボタン：クリックすると、Arpeggiator プラグインのラッチメモリからすべてのノートが削除されます。

アルペジオ演奏が停止し、すべての位置識別番号がゼロにリセットされます。これによって、Latch モードをオフ
にせずに新しいアルペジオを作成できます。これはライブ演奏でコードの変更に備える場合に便利です。
• 「Silent

Capture」チェックボックス（拡張パラメータ）：左下にある開閉用三角ボタンをクリックすると、拡張
Capture」チェックボックスを選択すると、実行中のアルペジエータの急な

パラメータが表示されます。「Silent

応答に邪魔されず、段階的にアルペジオを取り込むことができます。
• 有効にすると、アルペジエータが停止して「Add」ラッチモードになります。
• 無効にすると、再び再生が有効になり（以前に有効であった場合）
、Latch モードは「Transpose」に切り替

わります。

Arpeggiator のノート順序パラメータ
Arpeggiator のノート順序パラメータの概要
ノート順序パラメータでは、プリセットされた再生レートで演奏される、プログラム済みのノートの順序を制御でき
ます。すべてのノートが演奏されると、再び最初のノートからアルペジオが演奏されます。キーを 1 つ弾くと、その
キーが繰り返されます。複数のキーを弾くと、押さえたノートが

1 つずつ演奏されます。後からほかのノートを弾く

と、継ぎ目を感じさせずにこれらのノートがアルペジオに追加されます。ノートを放すと、これらのノートはアルペジ
オから取り除かれます。弾いているキーをすべて放すとアルペジオが停止します（

Arpeggiator のコントロールパ

ラメータで Latch モードがオンになっている場合を除きます）。

Arpeggiator プラグインは各ノートに対し、演奏される順に自動的に位置識別番号を割り当てます。この位置識別
番号は、音符や休符、タイなどのイベントと特定のステップを関連付けます。これによって、たとえば 3 番目のス
テップを休符にしたままノート順序プリセットを入れ替えることができます。

ノート順序パラメータ
ノート順序パラメータはアルペジオの演奏中に変更できます。変更するとすぐに、変更内容は演奏中のアルペジオに
継ぎ目を感じさせずに適用されます。
• 「Rate」ノブ／フィールド：回してアルペジエータのレートを設定します。以下のいずれかのオプションを選択で

きます：
「1/4」、「1/8」、「1/16」（3 連符や付点音符も含まれます）、「1/32」。フィールドをクリックし、ポップ
アップメニューから値を選択することもできます。LED はレートを表し、新しいサイクルが始まるたびに色が一瞬
変わります。
• 方向ボタン：いずれかのボタンをクリックしてアルペジオの方向を設定します。
• アップ：一番低いノートから一番高いノートに向かってアルペジオが演奏されます。
• ダウン：一番高いノートから一番低いノートに向かってアルペジオが演奏されます。
• アップ／ダウン：上下するアルペジオです。一番低いノートから始まり、一番高いノートと一番低いノートで折

り返されます。
• アウトサイドイン：一番高いノートに続いて一番低いノートが演奏された後、2 番目に高いノートに続いて 2 番

目に低いノート、3 番目に高いノートに続いて 3 番目に低いノート、という順にアルペジオが演奏されます。
• ランダム：アルペジオを構成するノートがランダムに演奏されます。
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• 演奏の通り：トリガされた順にすべてのノートが演奏されます。
• ロックボタン：
「演奏の通り」ボタンと連携して動作します。はじめて「演奏の通り」ボタンをクリックすると、

開いた鍵のシンボルが表示されます。開いた鍵のシンボルをクリックすると、アルペジオをトリガしたときにそ
の時点のノートの順序がロックされ、閉じた鍵のシンボルが表示されます。このノートの順序とリズム感は以降
にトリガされるアルペジオでも保持されますが、元のノートが新しいノートに置き換わります。鍵のシンボルを
再度クリックするとノート順序のロックが解除され、通常の「As

played」の動作に戻ります。ロックの状態と

ノート順序は設定と共に保存できます。
• 「Variation」スイッチ：4 つの位置のいずれかを選択し、バリエーションの種類を指定します。詳細について

は、Arpeggiator のノート順序のバリエーションを参照してください。
• 「Oct

Range/Inversions」ボタン：クリックすると、「Octave Range」と「Inversions」のいずれかのモー
Range/Inversion」スイッチは、オクター

ドに切り替わります。ボタンの下の、4 通りに切り替えられる「Oct

ブの範囲またはコードの転回パターンを指定するために使用します。
• 「Oct

Range/Inversions」スイッチ：4 つの位置のいずれかを選択し、オクターブの範囲またはコードの転回
4 つの位置と動作について詳しくは、Arpeggiator

パターンを指定します。「Inversions」モードでのスイッチの
のノート順序の転回を参照してください。
「Octave
•
•

Range」モードの場合：

1 の位置：トランスポーズなしでアルペジオが繰り返されます。
2 の位置：一番低いノートが 1 オクターブ分トランスポーズされます。1 回繰り返されると、元のオクターブか
らアルペジオが始まります。

•

•

3 の位置：1 回目の繰り返しは 1 オクターブ分、2 回目の繰り返しは 2 オクターブ分トランスポーズされます。
2 回目の繰り返しが終わると、元のオクターブからアルペジオが始まります。
4 の位置：1 回目の繰り返しは 1 オクターブ分、2 回目の繰り返しは 2 オクターブ分、3 回目の繰り返しは 3
オクターブ分トランスポーズされます。3 回目の繰り返しが終わると、元のオクターブからアルペジオが始まり
ます。

「Inversions」モードの場合：
•
•

1 の位置：押さえているノートの順序を変えずにアルペジオが繰り返されます。
2 の位置：1 回目の繰り返しのときにアルペジオが 1 回転回されます。1 回目の繰り返しが終わると、元の音
の並びに戻って始めから演奏されます。

•

3 の位置：1 回目と 2 回目の繰り返しのときにそれぞれ 1 回ずつアルペジオが転回されます。2 回目の繰り
返しが終わると、元の音の並びに戻って始めから演奏されます。

•

4 の位置：1 回目、2 回目、3 回目の繰り返しのときにそれぞれ 1 回ずつアルペジオが転回されます。3 回目
の繰り返しが終わると、元の音の並びに戻って始めから演奏されます。

第9章

MIDI プラグイン

135

Arpeggiator のノート順序のバリエーション
4 つの位置に応じたノート順序プリセットにおける Arpeggiator の動作の

以下の表に、「Variation」スイッチの
概要を示します。
ノート順序

Variation 1

Variation 2

Variation 3

Variation 4

アップ

一番低いノートから一

2

3

このバリエーションは

番高いノートへ順番に

初に演奏されます。こ

演奏され、すべての

のバリエーションは

キーが演奏されると

つのステップで構成さ

つのステップで構成さ

低い音から高い音に向

再び始めから演奏され

れています。押されたす

れています。押されたす

かって、重複して演奏

4 つのグ

されます。押されたす

ます。

番目のステップが最

べてのキーは

4

4 つのグ

番目のステップが最

初に演奏されます。こ
のバリエーションは

べてのキーは

4

3 つのステップで構成
されています。ノートは

3 つのグ

ループに分割され、す

ループに分割され、す

べてのキーは

べてのグループにノー

べてのグループにノー

ループに分割され、す

ト順序が適用されます。

ト順序が適用されます。

ノートの数が

4 つに満

ノートの数が

4 つに満

べてのグループにノー
ト順序が適用されます。

3 つに満

たない場合、キーが割

たない場合、キーが割

ノートの数が

り当てられていないス

り当てられていないス

たない場合、キーが割
り当てられていないス

テップはスキップされま

テップはスキップされま

す。すべてのキーが演

す。すべてのキーが演

テップはスキップされま

奏されると、再び一番

奏されると、再び一番

す。すべてのキーが演

低いノートからアルペ

低いノートからアルペ

奏されると、再び一番

ジオが演奏されます。

ジオが演奏されます。

低いノートからアルペ
ジオが演奏されます。

ダウン

一番高いノートから一

2 番目のステップが最

3 番目のステップが最

番低いノートへ順番に

初に演奏されます。こ

初に演奏されます。こ

演奏され、すべての

のバリエーションは

キーが演奏されると

つのステップで構成さ

つのステップで構成さ

高い音から低い音に向

再び始めから演奏され

れています。押されたす

れています。押されたす

かって、重複して演奏

4 つのグ

されます。押されたす

ます。

べてのキーは

4

4 つのグ

のバリエーションは

べてのキーは

4

このバリエーションは

3 つのステップで構成
されています。ノートは

3 つのグ

ループに分割され、す

ループに分割され、す

べてのキーは

べてのグループにノー

べてのグループにノー

ループに分割され、す

ト順序が適用されます。

ト順序が適用されます。

ノートの数が

4 つに満

ノートの数が

4 つに満

べてのグループにノー
ト順序が適用されます。

3 つに満

たない場合、キーが割

たない場合、キーが割

ノートの数が

り当てられていないス

り当てられていないス

たない場合、キーが割
り当てられていないス

テップはスキップされま

テップはスキップされま

す。すべてのキーが演

す。すべてのキーが演

テップはスキップされま

奏されると、再び一番

奏されると、再び一番

す。すべてのキーが演

高いノートからアルペ

高いノートからアルペ

奏されると、再び一番

ジオが演奏されます。

ジオが演奏されます。

高いノートからアルペ
ジオが演奏されます。

アップ／ダウン

2 ステップのバリ
2 つの

一番低いノートから一

一番低いノートから一

この

番高いノートへ順番に

番高いノートへ順番に

エーションは

この

3 ステップのバリ
3 つの

エーションは

演奏された後、一番高

演奏された後、2 番目

ノートを組にして演奏

いノートから一番低い

に高いノートから 2 番

されます。各組の

ノートへ演奏されます。

目に低いノートへ演奏

目のノートが最初に演

すべてのキーが演奏さ

されます。すべてのキー

奏されます。4 つのノー

パターンが演奏される

れると再び始めから演

が演奏されると再び始

トからなるコードでは、

と、ノートの順序が逆に

奏されます。

めから演奏されます。

2番

ノートを組にして演奏
されます。ノートの順序
は 1、3、2 です。この

2、1、4、3 の順に演奏

なってアルペジオが始

されます。このパターン

まります。

が演奏されると、ノート
の順序が逆になってア
ルペジオが始まります。
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ノート順序
アウトサイドイン

ランダム

Variation 1

Variation 2

Variation 3

Variation 4
これは内側から外側に

一番高いノートに続い

一番低いノートに続い

これは内側から外側に

て一番低いノートが演

て一番高いノートが演

向かうバリエーション

向かうバリエーション

奏された後、2 番目に

奏された後、2 番目に

です。演奏されるキー

です。演奏されるキー

高いノートに続いて 2

低いノートに続いて 2

番目に低いノート、とい

番目に高いノート、とい

う順に演奏されます。

う順に演奏されます。

に切り上げられます）。

に切り上げられます）。

すべてのキーが演奏さ

すべてのキーが演奏さ

コードを構成する中央

コードを構成する中央
の音に近い順に、最も

の数が

2 で割られます

（端数は最も近い整数

の数が

2 で割られます

（端数は最も近い整数

れると再び始めから

れると再び始めから

の音に近い順に、最も

アルペジオが演奏され

アルペジオが演奏され

高い音、それよりも低

低い音、それよりも高

ます。

ます。

い音、という順に演奏

い音、という順に演奏

されます。6 つのノート

されます。6 つのノート

からなるコードでは、4、

からなるコードでは、3、

3、5、2、6、1 の順に

4、2、5、1、6 の順に

演奏されます。すべての

演奏されます。すべての

キーが演奏されると再

キーが演奏されると再

び始めからアルペジオ

び始めからアルペジオ

が演奏されます。

が演奏されます。

ノートの演奏順序はラ

ノートの演奏順序がラ

このバリエーションで

このバリエーションで

ンダムに生成され、
同じ

ンダムに生成されます

は低いノートが優先さ

は高いノートが優先さ

ノートが重複して演奏

が、同じノートが

れます。ノートの演奏順

れます。ノートの演奏順

されることもあります。

演奏されることはあり

序はランダムに生成さ

序はランダムに生成さ

ません。すべてのキー

れ、同じノートが重複し

れ、同じノートが重複し

が演奏されると再び始

て演奏されることもあ

て演奏されることもあ

めからアルペジオが演

ります。

ります。

2回

奏されます。
演奏の通り

弾いた順番にすべて

弾いた順番とは逆にす

弾いた順番にすべて

弾いた順番にすべて

のノートが演奏された

べてのノートが演奏さ

のノートが演奏された

のノートが演奏された

後、
始めから繰り返され

れた後、始めから繰り

後、逆の順番で演奏さ

後、逆の順番で演奏さ

ます。

返されます。

れます。最初のノートと

れます。ただし、最初

最後のノートはそれぞ

のノートと最後のノート

れ続けて 2 回演奏され

の繰り返しはありませ

ます。すべてのノートが

ん。すべてのノートが演

演奏されると再び始め

奏されると再び始めか

からアルペジオが演奏

らアルペジオが演奏さ

されます。

れます。

Arpeggiator のノート順序の転回
以下の表に、
「Inversions」モード
（「Oct Range/Inversions」ボタンで設定します）での「Oct Range/Inversion」
スイッチの 4 つの位置に応じたノート順序プリセットにおける Arpeggiator の動作の概要を示します。転回によっ
てコードのルート音の位置が入れ替わり、アルペジオパターンの開始音が変わります。
ノート順序
アップ

Inversion 1

Inversion 2

Inversion 3

Inversion 4
このバリエーションは

元のコードに続いて 3

2 番目の転回形が最初

3 番目の転回形が最初

つの転回形が順番に演

に演奏されます。演奏

に演奏されます。演奏

3 つのステップで構成

奏された後、再び始め

の順序：1、元のコード、

の順序：2、元のコード、

されています。ノートは

から演奏されます。演

2、3。

1、3。

低い音から高い音に向

奏の順序：元のコード、

かって、重複して演奏さ

1、2、3。

れます。演奏の順序：
元のコード、2、1、3。

ダウン

元のコードに続いて 3

2 番目のステップが最

3 番目のステップが最

つの転回形が順番に演

初に演奏されます。演

初に演奏されます。演

3 つのステップで構成

奏された後、再び始め

奏の順序：2、3、1、元

奏の順序：1、3、2、元

されています。ノートは

から演奏されます。演

のコード。

のコード。

このバリエーションは

高い音から低い音に向

奏の順序：3、2、1、元

かって、重複して演奏さ

のコード。

れます。演奏の順序：

3、1、2、元のコード。
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ノート順序
アップ／ダウン

Inversion 1

Inversion 2

Inversion 3

Inversion 4
このパターンが演奏さ

元のコードに続いて 3

2 番目のステップが最

このパターンが演奏さ

つの転回形が順番に演

初に演奏されます。演

れると、順序が逆になっ

れると、順序が逆になっ

奏された後、逆の順番

奏の順序：1、元のコー

てアルペジオが始まり

てアルペジオが始まり

で演奏されます。元の

ド、3、2、2、3、元の

ます。演奏の順序：元

ます。ただし、3 番目

コードと最後の転回形

コード、1。

のコード、2、1、3、3、

の転回形は繰り返され

1、2、元のコード。

ません。演奏の順序：

は繰り返されます。演奏
の順序：元のコード、1、

元のコード、1、2、3、

2、3、3、2、1、元の

2、1。

コード。
アウトサイドイン

一番高い音が使われ

元のコード、一番高い

これは内側から外側に

ている転回形に続いて

音が使われている転回

向かうバリエーションで

向かうバリエーションで

元のコード、2 番目に

形、2 番目に低い転回

す。演奏の順序：1、2、

す。演奏の順序：2、1、

高い転回形に続いて 2

形、2 番目に高い転回

元のコード、3。

3、元のコード。

番目に低い転回形、と

形、
という順に演奏され

いう順に演奏されます。

ます。演奏の順序：元

演奏の順序：3、元の

のコード、3、1、2。

これは内側から外側に

コード、2、1。
ランダム

転回形の演奏順序はラ

転回形の演奏順序がラ

このバリエーションで

このバリエーションで

ンダムに生成され、同

ンダムに生成されます

は低い音を使った転回

は高い音を使った転回

じ転回形が重複して

が、同じ転回形が

演奏されることもあり
ます。

2回

形が優先されます。転

形が優先されます。転

演奏されることはあり

回形の演奏順序はラン

回形の演奏順序はラン

ません。

ダムに生成され、同じ

ダムに生成され、同じ

転回形が重複して演奏

転回形が重複して演奏

されることもあります。

されることもあります。

Arpeggiator のパターンパラメータ
Arpeggiator のパターンパラメータの概要
「Pattern」タブをクリックすると、Arpeggiator のパターンパラメータが開きます。
「Pattern」タブには「Live」と「Grid」の

2 つのモードが用意されています。これらのモードは相反するものな

ので、一方をオンにすると他方はオフになります。また、「Live」での取り込みから「Grid」に移行する独自の機
能もあります。
「Grid」モードが有効なときは、アルペジオのベロシティ、サイクルの長さ、休符、タイ、およびコードを制御しま
す。ベロシティなど、使用可能なグリッドパラメータのライブ入力はすべて無視されます。
「Live」モードに切り替えると、アルペジオ演奏が入力によってライブで制御されます。たとえば、アルペジオのノー
トのベロシティは弾き方によって指定されます。既存のグリッド値は保持されますが、
「Grid」モードにするまで無効
になります。
参考：ライブ演奏を取り込むと、グリッド値が保持されなくなります。
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パターンパラメータ
• 「Live」ボタン：クリックすると、
「Live」モードがオンになります。Arpeggiator の

Live モードを参照してくだ

さい。
• 矢印ボタン（
「Live」モードのみ）：クリックすると、演奏中のベロシティ、休符、タイ、およびコードが取り込

まれます。自動的に「Grid」モードがオンになり、取り込んだ演奏をグリッド上で編集できるようになります。

Arpeggiator の Grid モードを参照してください。
• 「Grid」ボタン：クリックすると、
「Grid」モードがオンになります。

Arpeggiator の Live モード
「Live」モードでは、画面上のボタンをクリックするか、該当する MIDI キーボードのリモートキーを使って、休符、
タイ、およびコードをリアルタイムで追加できます。Arpeggiator のキーボードパラメータを参照してください。
グリッドはディスプレイとして機能するだけです。受信した

MIDI ベロシティ、休符、タイ、およびコードはリアルタ

イムで表示されますが、グリッド上で編集することはできません。アルペジエータの個々のステップを編集するには、
「Grid」ボタンをクリックして Arpeggiator の

Grid モードをオンにします。

参考：休符、タイ、およびコードは、「Latch」モードがオンのときのみ有効になります。Arpeggiator のコント
ロールパラメータを参照してください。

Live モードのパラメータ
• 「Rest」ボタン：クリックすると、アルペジエータの現在のステップ位置に休符が挿入されます。休符には位置識
別番号が割り当てられます。このため、別のノート順序プリセットが選択されても、アルペジオ内での休符のリズ
ム上の位置（ステップ番号）が保持されます。
参考：休符はアルペジオの作成時にのみ追加できます。つまり、休符を追加するには

1 つ以上のキーを押さえ

る必要があります。すべてのキーを放すと、Arpeggiator は設定した「Latch」モードのルールに基づいて動

MIDI ノートの受信を待機します。「Add」ラッチモードでは、すべてのキー
MIDI ノート、休符、タイ、およびコードを追加できるので、この制限は適用されません。

作し、トランスポーズなどのために
を放した後に

• 「Tie」ボタン：クリックすると、アルペジエータの現在のステップ位置にタイが挿入されます。タイには位置識別

番号が割り当てられます。このため、別のノート順序プリセットが選択されても、アルペジオ内でのタイのリズム
上の位置（ステップ番号）が保持されます。
• コードボタン：クリックすると、アルペジエータの現在のステップ位置にコードが挿入されます。アルペジエータ

はコードのステップに到達すると、（ラッチまたはキーを押さえることによって）メモリに保存されているすべての
ノートを同時に演奏します。ノートごとのベロシティも反映されます。コードには位置識別番号が割り当てられま
す。このため、別のノート順序プリセットが選択されても、アルペジオ内でのコードのリズム上の位置（ステップ
番号）が保持されます。
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Arpeggiator の Grid モード
16 のステップで構成されています。各ステップはステップのベロシティのほか、休符、タイ、およびコード

グリッドは

の状態を制御します。また、
サイクルの長さも設定できます。現在のグリッドパターンはコンサートと共に自動的に保
存されます。また、独自のグリッドパターンや出荷時のグリッドパターンの保存と読み込みもできます。Arpeggiator
プラグインは各ノートに対し、受信順に増分する位置識別番号を自動的に割り当てます。最初に選択されていたノー
ト順序プリセットは考慮されません。この位置識別番号は、音符や休符、タイなどのイベントと特定のステップを
「ロック」するために使用されます。

Grid モードのパラメータ
• ステップのオン／オフボタン：クリックすると、使用可能な

16 の各ステップのオンとオフが切り替わります。

• ステップがオンの場合：対応するグリッド位置でアルペジエータのノートが演奏されます。
• ステップがオフの場合：グリッド位置は無音になり、休符と見なされます。

参考：アルペジオの整合性を保つために、ステップが有効であれば演奏されていたはずのノートは、有効な次の
グリッド位置に移動します。
• ベロシティバー：ベロシティバーを縦方向にドラッグすると、有効な各ステップのベロシティを設定できます。複数

のベロシティバーが存在する場所では、それらの上をクリックすると複数のステップのベロシティを操作できます。
ベロシティバーを右に向かってドラッグして次のステップに重ねると、そのステップとタイで結ばれます。右側のス
テップが休符（無効なステップ）である場合、このステップは自動的にオンになり、タイが作成されます。1 つ
のステップを横に並ぶ複数のステップとタイで結ぶことができます。タイで結ばれた各ステップの元のベロシティ
値は、タイの先頭にあるステップのベロシティに置き換わります。タイで結ばれたすべてのステップにベロシティ
バーが延び、このことがグラフィカルに表示されます。
参考：アルペジオでは、タイはメロディのバリエーションではなくリズムの要素として見なされます。このため、タ
イの後にノートが追加されたり、別のノート順序プリセットを選択したりすると、タイで結ばれたノートが変化する
場合があります。
• コードのオン／オフボタン：コード記号をクリックすると、対応するステップで「Chord」モードがオンになりま

す。Arpeggiator はコードのステップに到達すると、そのステップのメモリに（ラッチまたはキーを押さえること
によって）保存されているすべてのノートを同時に演奏します。コードのステップがコードではないステップとタイ
で結ばれている場合は、コードではないステップで「Chord」モードが自動的に有効になります。コードではな
いステップがコードのステップとタイで結ばれている場合は、コードのステップで「Chord」モードが自動的にオ
フになります。コードのステップのベロシティバーを移動すると、
コードの全体的なレベルが変化します。ただし、
コードを構成するノート間の相対的なベロシティの差は保持されます。
• サイクルの長さバー：サイクルの長さバーの端にあるサイクルハンドルをドラッグすると、グリッドの長さが変わり

ます。演奏中のステップは、サイクルの長さバーの中に流れるライトで示されます。
参考：サイクルの長さバーで設定するグリッドの長さは、Arpeggiator のオプションパラメータに説明されてい
るアルペジオのサイクルの長さパラメータ（アルペジオのノートパターンの長さの設定）とは無関係です。グリッ
ドの長さは実際のノートパターンとは無関係に繰り返されます。このため、アルペジオの長さを変えても、グリッ
ドで作成したリズムパターンの聞こえかたは変わりません。
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• パターンポップアップメニュー：以下のいずれかの項目を選択して、ユーザが作成したグリッドパターンの保存ま

たは読み込みを行うか、出荷時のグリッドパターンを読み込みます。
•

Save Pattern as：名前フィールドが開きます。名前を入力し、「Save」ボタンをクリックするとパターンが保
存されます。「Cancel」をクリックすると「Save Pattern as」名前フィールドが終了します。

ユーザが作成したパターンは「Pattern」ポップアップメニューに表示されます。
参考：出荷時のグリッドパターンは上書きできません。上書きしようとすると、「Save

Pattern as」名前フィール

ドが表示されます。
•

Recall Default：現在のすべてのデータを削除して、「デフォルト」状態に戻します。

•

Delete User Pattern：ユーザが作成した現在のパターンを削除します。

•

Custom：パターンに変更を加えると、自動的にこのメニュー項目が表示されます。これは「現在の状態」の
パターンプリセットと見なすことができます。

Arpeggiator のオプションパラメータ

「Options」タブをクリックすると、ノートの長さやベロシティなど、Arpeggiator のグローバルな再生パラメータ
を設定できます。

オプションパラメータ
• 「Note

Length」ノブ：回して、アルペジオで演奏するノートの長さを指定します。値の範囲は 1％〜 150%

です。
• 「Random」ノブ：回して、ランダムなノートの長さのバリエーションの量を設定します。
• 「Velocity」ノブ：回して、アルペジオで演奏するノートのベロシティの最大範囲を指定します。右に回し切ると

（100%）、録音または演奏したノートの元のベロシティが保持されます。左に回し切ると（0%）、録音または演
奏したノートの元のベロシティは無視され、すべてのノートが一定のベロシティで出力されます。
• 「Vel」
（Velocity

Base）フィールド：縦方向にドラッグして、ランダムなベロシティモジュレーションとクレッシェ

ンドに使用するベロシティの最小値を設定します。
• 「Crescendo/Random」ボタン：クリックすると、
「Octave

Range」と「Inversions」のいずれかのモード

に切り替わります。バリエーションの量は「Crescendo/Random」ノブで制御します。クレッシェンドまたはラ
ンダムなベロシティの範囲は、「Velocity」パラメータで設定します。
• 「Crescendo/Random」ノブ：回して、
「Crescendo/Random」ボタンが「Crescendo」に設定されてい

るときのクレッシェンドの強さを設定します。回して、「Crescendo/Random」ボタンが「Random」に設定
されているときのランダムなベロシティのバリエーションの量を設定します。
• 「Crescendo」に設定されている場合：設定した量が、アルペジオの

2 サイクル目以降ですべてのノートの

ベロシティに加算されるか、これらのベロシティから減算されます。
• 「Random」に設定されている場合：設定した量ですべてのノートのベロシティ値が対称的にランダマイズさ

れます。0％にすると、ランダマイズは適用されません。100% にすると、ベロシティ値が完全にランダマイズ
されます。
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• 「Swing」ノブ／フィールド：回してノートのスウィングの強さを設定します。
「Swing」パラメータを使用すると、

アルペジオのノートが

1 つおきに、最も近くにあるダウンビートに寄せられます。0 ％にすると、ノートは移動し

ません。100 ％にすると、ノートが過度に移動します。
• 「Cycle
•

Length」ノブ：回して、アルペジオの長さを設定します。以下から選択できます：

Grid：アルペジオの長さがグローバルなディビジョン設定と同じ値になります。アルペジオの長さとほかのリー
ジョンとのリズムを合わせる場合に便利です。

•

1 〜 32：指定したノートの数にアルペジオの長さを設定します。

•

As Played：演奏されたノートの長さによってアルペジオの長さが指定されます。

Arpeggiator のキーボードパラメータ

「Keyboard」タブをクリックすると、Arpeggiator のキーボードパラメータが開きます。キーボード上に表示されて
いる点は、演奏中のノートの出力を示します。これにはキーおよびスケールの調整も含まれます。また、
「Keyboard」
タブから「Remote

Key」エディタウインドウを開くこともできます。詳細については、Arpeggiator のキーボー

ドパラメータを使うを参照してください。

キーボードパラメータ
• 「Input

Snap」ポップアップメニュー：最初に受信するノートを指定の位置に「スナップ」させるために使用す

る拍の値を選択します。これによって、アルペジオの先頭（および再生）がクオンタイズされます。
「Input

Snap」ポップアップメニューのデフォルト値は「link to rate」です。「link to rate」を使用すると、
Arpeggiator に設定されている「Rate」の値と同じ値が指定されます（Arpeggiator のノート順序パラメータ

の概要を参照してください）。
• 「Key」ポップアップメニュー：選択したスケールのルートキーを選択します。C がデフォルトのキーです。
• 「Scale」ポップアップメニュー：いずれかのスケールを選択します。演奏したキーが、選択したスケール内の最

も近いノートにスナップされます。以下のいずれかのオプションを選択できます：「O∂/Chromatic」（デフォル
ト）、
「Major」、
「Major

Pentatonic」、「Major Blues」、「Lydian」、「Mixolydian」、「Klezmer」、「Minor
「Minor Blues」、
「Japanese」、
「Natural Minor」、
「Harmonic Minor」、
「Melodic Minor」、
Pentatonic」、
「Dorian」、「Phrygian」、「Lochrian」、および「South-East Asian」。
• 「Keyboard

Split」ボタン：クリックすると、MIDI キーボードの範囲が 3 つの領域に分割されます。

• 「Remote」
（Key

「Remote」
（Key editor）ボタンを表示するには、
先に「Keyboard Split」
editor）ボタン：
ボタンをクリックする必要があります。「Remote」ボタンを使用すると「Remote Key」エディタウインドウが開
きます。このウインドウでは、さまざまな MIDI キーに Arpeggiator の機能を割り当てることができます。
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Arpeggiator のキーボードパラメータを使う

Arpeggiator のキーボードパラメータを使って、標準ノート再生、アルペジオノートのトリガ、および Arpeggiator
プラグインパラメータのリモート操作に使用される領域に、キーボードを分割できます。
キーボードディスプレイのサイズを変更する
デフォルトのキーボード範囲は

m

C0 から C7 までの 88 ノートです。

キーボードをクリックしてから左または右にドラッグすると、追加のオクターブが

1 オクターブずつ表示されます。

キーボードの分割位置を設定する
デフォルトでは、MIDI キーの全範囲（0 〜

127）はアルペジオ演奏のみに使用されます。MIDI キーボードを複数

の領域に分割して、MIDI キーで Arpeggiator プラグインの機能を制御できます。画面上のキーボードに分割位置
が反映されます。
Keyboard Split button

Remote

Arpeggio

Through

m MIDI キーボードの範囲を 3 つの領域に分割するには、「Keyboard Split」ボタンをクリックします。
•

Arpeggio：このキーボード領域のノートを弾くとアルペジオで演奏されます。

•

Remote：このキーボード領域のノートを弾くと Arpeggiator の機能がトリガされます。

• スルー：ノートは

Arpeggiator プラグインを未処理のまま通過します。この領域には上記の 2 つの領域から外

れるすべてのキーが入ります。

m
m

「Arpeggio」または「Remote」領域のサイズを変更する
「Arpeggio」または「Remote」領域の端にあるハンドルをドラッグすると、領域のサイズが変わります。
「Arpeggio」または「Remote」領域を移動する
「Arpeggio」または「Remote」領域の名前をクリックし、左または右にドラッグします。領域が隣接している場
合は、両方の領域が移動します。
「Remote」領域が「Arpeggio」領域よりも上に来るように、またはその逆に「Arpeggio」および「Remote」
領域の位置を入れ替えることができます。ただし、領域どうしを重ねることはできません。
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MIDI キーボードで Arpeggiator をリモート操作する
Arpeggiator のほとんどのパラメータは、MIDI キーボードでリモート操作できます。デフォルトでは、少数の
「Remote」コマンドのみ使用できるようになっています。「Remote」領域のサイズを変更すると、より多くのコマ
ンドを使用できます。
Remote button

1

「Remote」（Key

editor）ボタンを表示するには、先に「Keyboard Split」ボタンをクリックする必要

があります。
使用できるリモートキーの種類と数は「Remote」領域の範囲によって決まります。範囲から外れるキーは淡色表
示され、キーに割り当てられている機能は

2

MIDI キーボードでリモート操作できません。

「Remote」ボタンをクリックすると、「Remote

Key」エディタウインドウが開きます。

キーボードが拡大表示され、各キーには割り当てられた機能に基づいてラベルが付けられています。再度
「Remote」ボタンをクリックすると、
「Remote
ボタンをクリックしても「Remote

3

「Remote

Key」エディタウインドウが閉じます。または「Keyboard Split」
Key」エディタウインドウが終了します。

「Remote」領域のサイズ
Key」エディタのキーボードの上に範囲バーの左右の境界をドラッグすると、

が変わります。

Arpeggiator のコントローラパラメータを割り当てる

「Controller」タブをクリックすると、Arpeggiator プラグインのパラメータに最大

4 つの MIDI コントローラを割

り当てることができます。

Arpeggiator のパラメータに MIDI コントローラを割り当てる
1 「MIDI Controller」ポップアップメニューから MIDI コントローラを 1 つ選択します。
2

「Destination」ポップアップメニューからパラメータを 1 つ選択します。選択肢は以下の通りです：「Note
Length」、「Note Length Random」、「Velocity Range」、「Velocity Base」、および「(De-)Crescendo」。

1

MIDI コントローラを登録する
「Destination」ポップアップメニューからパラメータを 1 つ選択します。

2

「MIDI

Controller」ポップアップメニューから「Learn」を選択します。

3 MIDI キーボードのコントローラを動かして「Destination」パラメータに割り当てます。
「Learn」機能には

20 秒の時間制限があります。20 秒以内に MIDI デバイスのコントローラを動かさないと、自

動的に「Learn」モードが無効になります。
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Chord Trigger MIDI プラグイン
Chord Trigger の概要

Chord Trigger MIDI プラグインを使用すると、1 つの MIDI キーでコードをトリガすることができます。画面上の
キーボードには、送受信される MIDI ノートの表示と、キーへのコードの割り当てという 2 つの機能があります。

Chord Trigger を使うを参照してください。

Chord Trigger のパラメータ
• 「Single」ボタンおよび「Multi」ボタン：
「Single」ボタンまたは「Multi」ボタンをクリックしてモードを選択
します。
• シングル・コード・モードの場合：このモードでは、1 つのトリガキーに対してコードを

1 つ割り当てることが

できます。弾くキーが上下すると、登録されているコードがトリガキーを基準にしてトランスポーズされます。
これは、旧式のシンセサイザーに多く見られる「Chord

Memo」または「Note Stack」機能を模倣してい

ます。
• マルチ・コード・モードの場合：このモードでは、キーボード上の各キーに対して異なるコードを割り当てるこ

とができます。
• 上段のキーボード：受信した

MIDI ノートが表示されます。オレンジ色のドットと青い影付きのトリガ範囲で表さ

れます。キーボード上部のハンドルをドラッグして、コードのトリガ範囲を設定します。この範囲内にあるノートは
処理されます。範囲外のノートは処理されません。また、コードのトリガ範囲内にあるノートをクリックしてもコー
ドをトリガできます。
• 下段のキーボード：処理後の

MIDI 出力が表示されます。これは受信した MIDI ノートによってトリガされたコー

ドです。各コードのノート（コードのトリガ範囲内）は青いドットで表示されます。コードのトリガ範囲外にあるノー
トはオレンジ色のドットで表示されます。
• 「Learn」ボタン：クリックすると、
「Learn」モードがオンになります。「Learn」モードの使いかたの詳細につ

いては、Chord Trigger を使うを参照してください。
• 「Clear」ボタン：クリックすると、
「Trigger

Key」ノートと、対応するコードが消去されます。詳細については、

Chord Trigger を使うを参照してください。
• 「Chord Transpose」ポップアップメニュー：コードを再生するときのオクターブ単位のトランスポーズ値を選択

します。
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Chord Trigger を使う

Chord Trigger の使いかたは簡単です。モードを選択し、コードのトリガ範囲を設定したら、トリガキーを選択し
て、コードを設定するだけです。また、コードをトランスポーズしたり、すばやく複数のコードを割り当てたりするこ
とができます。これは画面上と MIDI キーボードのどちらからも行うことができます。
コードのトリガ範囲を指定する
コードのトリガ範囲は上段のキーボードに影付きで表示されます。この範囲からの

MIDI ノートはトリガキーとして

解釈され、割り当てられている 1 つ（シングル・コード・モードの場合）または複数（マルチ・コード・モードの
場合）のコードが演奏されます。コードはコードのトリガ範囲内のキーに割り当てることができます。コードのトリガ
範囲外にある MIDI ノートは、Chord Trigger の影響を受けずに通過します。これによって、右手でメロディを弾
きながら左手では登録したコードをトリガまたはトランスポーズするといったことができます。
Drag here to define a
keyboard range.

Drag here to define a
keyboard range.

m

コードのトリガ範囲バーのハンドルを上段のキーボードの上にドラッグして、キーボードの範囲を指定します。
• シングル・コード・モードの場合：指定したコードのトリガ範囲内にある MIDI ノートを弾く（または上段のキー

ボードをクリックする）と、登録したコードが

1 つ演奏およびトランスポーズされます。トランスポーズは、コード

が割り当てられているトリガキーを基準として行われます。たとえば、C2 にコードが割り当てられている場合、D2
を弾くとコードが半音

2 つ分上にトランスポーズされます。B1 を弾くとコードは半音 1 つ分下にトランスポーズ

されます。
• マルチ・コード・モードの場合：指定したコードのトリガ範囲内にある MIDI ノートを弾く（または上段のキー

ボードをクリックする）と、弾いたキーに登録されているコードがトリガされます。コードが割り当てられていない
キーを弾くと無音になります。
参考：コードのトリガ範囲が狭められると、範囲の外にある登録コードにはアクセスできなくなりますが、これらのコー
ドは削除されてはいません。コードのトリガ範囲を広げると、これらのコードに再度アクセスできるようになります。
コードのトリガ範囲内にあるコードをトランスポーズする（マルチ・コード・モードのみ）
トリガしたコードをトランスポーズすると便利な場合があります。たとえば、マルチ・コード・モードのときに、コー
ドのトリガ範囲全体を半音

2 つ分上に移動すると、C メジャーのコード進行（C のトリガキーで開始）を、D のトリ

ガキーで始まる D メジャーに変更できます。
Drag left or right to transpose.

m

コードのトリガ範囲の中央を左または右にドラッグします。
登録されているすべてのコードがコードのトリガ範囲と共に移動し、自動的にトランスポーズされます。
オクターブ単位でコードをトランスポーズする

m

「Chord Transpose」ポップアップメニューからオクターブ単位のトランスポーズを選択します。
登録されているすべてのコードを 4 オクターブまで上下にトランスポーズできます。
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画面上のキーボードを使ってコードをキーに割り当てる

1

「Learn」ボタンをクリックします。
「Learn」ボタンのラベルが「Trigger

2

Key」に変わり、点滅します。

上段のキーボードのトリガキー（コードのトリガ範囲内にあるキー）をクリックします。
トリガキーが設定され、コードの割り当てを待機します。「Learn」（Trigger

Key）ボタンのラベルが「Chord」に

変わります。

3

下段のキーボードで、トリガキーに割り当てるノートを 1 つまたは複数クリックします。
各ノートをクリックすると、これらのノートと、以前に割り当てたコード内のノートの音が鳴ります。
割り当てたノートを再度クリックすると、割り当てが解除されるか、コードからこのノートが取り除かれます。

4

コードの割り当てを終了するには、「Learn」ボタンをクリックします。
上記のステップを繰り返して、マルチ・コード・モードのときに、コードのトリガ範囲内の各キーに異なるコードを割り
当てることができます。シングル・コード・モードでは、登録できるのは

1 つのコードのみです。

MIDI キーボードを使ってコードをキーに割り当てる
MIDI キーボードを使うと、より短い時間でトリガキーにコードを割り当てられる場合があります。割り当てたノートを
MIDI キーボードで演奏すると、登録プロセスを開始および停止できます。
1

左下にある開閉用三角ボタンをクリックすると、拡張パラメータが開きます。

2

「Learn

「Learn」ボタンのリモート操作に使う MIDI ノート番号を選択します。
Remote」ポップアップメニューから、

MIDI ノートによる「Learn」ボタンのリモート操作が不要になったら、「O∂」を選択します。
3

「Learn」ボタンのリモート操作用に選択したノートを MIDI キーボードで弾きます。
「Learn」ボタンのラベルが「Trigger

Key」に変わり、点滅します。

4 MIDI キーボードでトリガキー（コードのトリガ範囲内にあるキー）を弾きます。
これによって、トリガキーがコードの割り当てを待機します。「Learn」（Trigger

Key）ボタンのラベルが「Chord」

に変わります。

5 MIDI キーボードで、トリガキーに割り当てるノートを 1 つまたは複数弾きます。
各ノートを弾くと、これらのノートと、以前に割り当てたコード内のノートの音が鳴ります。
割り当てたノートを再度弾くと、割り当てが解除されるか、コードからこのノートが取り除かれます。

6

「Learn」ボタンのリモート操作用に選択したノートを MIDI キーボードで弾くと、コードの割り当てが終了します。

3 〜 6 を繰り返して、マルチ・コード・モードのときに、コードのトリガ範囲内の各キーに異なるコー
ドを割り当てることができます。シングル・コード・モードでは、登録できるのは 1 つのコードのみです。
上記のステップ

コードの割り当てを消去する

1

「Clear」ボタンをクリックします。
• シングル・コード・モードの場合：割り当てたコードが消去されます。
• マルチ・コード・モードの場合：ボタンのラベルが「Trigger

2

Key」に変わり、点滅します。

上段のキーボードで、消去するトリガキーをクリックします。
トリガキーに割り当てられたコードが消去されてトリガキーが淡色表示され、トリガキーにコードが

1 つも割り当てら

れていないことを示します。
すべてのコードの割り当てを消去する
以下はマルチ・コード・モードの場合にのみ適用されます。

m Option キーを押しながら「Clear」ボタンをクリックします。
すべてのトリガキーに割り当てられているコードが消去されます。
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Modiﬁer MIDI プラグイン
Modiﬁer MIDI プラグインを使用すると、1 つのコンティニュアスコントローラ（CC）をすばやく再割り当てまたは
フィルタリングできます。また、イベントの値のスケーリングや、イベントの値への加算もできます。

Modiﬁer のパラメータ
• 「Input Thru」ボタン：オンにすると、再割り当てだけでなく、入力されたイベントも出力に送るかどうかを指
定します。
• 「Input

Event」ポップアップメニュー：再割り当てまたはフィルタリングする MIDI 入力イベントの種類を選択し

ます。
• 「Re-Assign To」ポップアップメニュー：MIDI 出力イベントの種類を選択します。
「O∂」に設定すると、
「Input」

ポップアップメニューから選択したイベントの種類がフィルタリングされます。
• 「Scale」スライダ：ドラッグして、
「Re-Assign To」ポップアップメニューから選択した出力イベントの種類に対

するスケーリングの量を設定します。
• 「Add」スライダ：ドラッグして、
「Re-Assign To」ポップアップメニューから選択した出力イベントの種類に対

するオフセットの量を設定します。

Modulator MIDI プラグイン
Modulator MIDI プラグインの概要

Modulator MIDI プラグインは、コンティニュアスコントローラ、アフタータッチ、およびピッチ・ベンド・メッセー
1 つと、ディレイ／アタック／ホールド／リリースのエンベロープ
1 つで構成されています。Modulator MIDI プラグインの LFO および Modulator MIDI プラグインのエンベロー

ジを生成することができます。同期が可能な LFO
プを参照してください。
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LFO とエンベロープの両方を、コンティニュアスコントローラ、アフタータッチ、およびピッチ・ベンド・メッセージ
に割り当てることができます。また、LFO とエンベロープの継続的な出力に対してステップ幅を指定できるので、旧
式のサンプル＆ホールド回路を思わせるモジュレーションが実現します。

Modulator MIDI プラグインの LFO

モジュレーション LFO のパラメータ
•

LFO オン／オフボタン：LFO のオン／オフを切り替えます。

• 波形ボタン：クリックして、波形を選択します。三角波、サイン波、矩形波、およびランダムのいずれかを選択で

きます。適したモジュレーションの種類は波形ごとに異なります。
• 波形ディスプレイ：LFO の波形を表示します。
• 対称性スライダ：ドラッグして、波形の対称性を調節します。これによって、以下のように波形が変形します：
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• 三角波：三角波が上昇ノコギリ波または下降ノコギリ波に変わります。対称となる値

0 では、完全な三角波に

なります。
• サイン波：サイン波が圧縮され、幅の狭い

対称となる値

1 つの負荷サイクルと幅の広い 1 つの負荷サイクルに変わります。

0 では、完全なサイン波になります。

• 矩形波：対称性がパルス幅コントロールのように作用します。対称となる値

0 では、完全な矩形波になります。

• ランダム：対称性によって、連続する 2 つのランダム値の最大偏差が決まります。対称性を低く設定すると、

次のランダム値との差が最小限に抑えられます。高く設定すると、ランダム値どうしの差が顕著になります。
• 「Trigger」スイッチ：受信したメッセージの

MIDI ノートに対する LFO の作用を、スイッチの位置を選択して指

定します。
•
•

Free：LFO はメッセージの MIDI ノートを無視します。
Single：すべてのノートが放されると、受信したメッセージの最初の MIDI ノートによって LFO がリセットされ
ます。

参考：レガートに弾くと LFO がリセットされないので注意してください。
•

Multi：受信したメッセージの MIDI ノートごとに LFO がリセットされます。

• 「Steps

per LFO Cycle」スライダ／フィールド（Smoothing）ドラッグして LFO サイクルのステップ数を指

定します。
デフォルトでは、LFO はコントローライベントの滑らかで連続した流れを生成しますが、このパラメータを使用す
ると、サンプル＆ホールド回路の出力のような段階的なコントローラ信号を作成できます。手動ステップレートを
設定すると、ステップ数を変更せずに

LFO レートを変えることができます。

参考：矩形波またはランダム波形を選択すると、「Steps

per LFO Cycle」スライダの名前が「Smoothing」

に変わります。このスライダは、急勾配であることの多い矩形波またはランダム波形のスロープをなだらかにし
ます。
• 「Rate」ノブ：回して、LFO サイクルの速度をヘルツ単位で設定します。または、同期ボタンがオンになってい

るときに拍の値を設定します。LFO レートはエンベロープによってモジュレートできます。Modulator

MIDI プ

ラグインのエンベロープを参照してください。
• 同期ボタン：オンにすると、LFO レートがソングのテンポに同期します。
• 「To」ポップアップメニュー：LFO の出力先として、コンティニュアスコントローラ番号、アフタータッチ、または

ピッチベンドを選択します。
• 「Output

Level」スライダ：動かして LFO の出力レベルを調整します。

• オシロスコープ：
「Output

Level」スライダの左側にあるオシロスコープに、調整前の LFO の制御信号の形状

が表示されます。
• 「Midi

：左下にある開閉用三角ボタンをクリックします。MIDI
Channel」ポップアップメニュー（拡張パラメータ）

出力チャンネルを選択します。
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Modulator MIDI プラグインのエンベロープ

モジュレーションエンベロープのパラメータ
• エンベロープ・オン／オフ・ボタン：エンベロープのオン／オフを切り替えます。
• エンベロープディスプレイ：現在のエンベロープの形状を表示します。ディスプレイ内のハンドルをドラッグする

と、以下のパラメータを設定できます：
•

Delay：エンベロープの冒頭を遅らせます。値の範囲は 0 〜 10 秒です。

•

Attack：サスティンレベルに達するまでの時間を指定します。値の範囲は 0 〜 10 秒です。

•

Hold：サスティンのレベルと長さを設定します。値の範囲は 0 〜 10 秒です。

•

Release：サスティンが終わってから、エンベロープの値がゼロに下がるまでの時間を指定します。値の範囲
は 0 〜 10 秒です。

• 「Trigger」スイッチ：LFO と、受信したメッセージの

MIDI ノートのどちらでエンベロープをトリガするかを、ス

イッチの位置を選択して指定します。
•

LFO：LFO がピーク値（正の値）に達するとエンベロープが再トリガされます。Modulator MIDI プラグイ
LFO を参照してください。

ンの

参考：エンベロープの周期が終わりかけているときには、エンベロープは受信した
•

LFO のトリガを無視します。

Single：すべてのノートが放されると、受信したメッセージの最初の MIDI ノートによってエンベロープが再ト
リガされます。

参考：レガートに弾くとエンベロープがリセットされないので注意してください。
•

Multi：受信したメッセージの MIDI ノートごとにエンベロープが再トリガされます。

• 「Steps

per Env Pass」（Steps per Envelope Pass）スライダ／フィールド：ドラッグしてエンベロープ周期

のステップ数を指定します。デフォルトでは、エンベロープはコントローライベントの滑らかで連続した流れを生
成しますが、このパラメータを使用すると、サンプル＆ホールド回路の出力のような段階的なコントローラ信号を
作成できます。手動ステップレートを設定すると、ステップ数を変更せずにエンベロープ時間を変えることができ
ます。
• 「Env

to LFO Rate」ノブ：回して LFO モジュレーションの最大量（LFO の深さ）を設定します。LFO レート
は、「Attack」、「Hold」、および「Release」パラメータによってモジュレートできます（上記参照）。
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• 「Env

to LFO Amp」ノブ：回して LFO 出力のモジュレーションの最大量を設定します。これを使うと、エンベ
LFO をフェードインまたはフェードアウトできます。

ロープと共に

• 「To」ポップアップメニュー：エンベロープの出力先として、コンティニュアスコントローラ番号、アフタータッチ、

またはピッチベンドを選択します。
• 「Output

Level」スライダ：動かしてエンベロープの出力レベルを調整します。

• オシロスコープ：
「Output

Level」スライダの左側にあるオシロスコープに、調整前のエンベロープの制御信

号の形状が表示されます。
• 「Midi

：左下にある開閉用三角ボタンをクリックします。MIDI
Channel」ポップアップメニュー（拡張パラメータ）

出力チャンネルを選択します。

Note Repeater MIDI プラグイン
このプラグインは、反復する MIDI ノートを生成することでオーディオの遅延を模倣します。

Note Repeater のパラメータ
• 「Input Thru」ボタン：オンにすると、遅らせたノートイベントだけでなく、受信した MIDI ノートイベントも出
力に送ります。オフにすると、遅らせたノートのみを出力に送ります。
• ディレイ同期ボタン：オンにすると、プラグインがホストアプリケーションのテンポに同期します。ディレイ時間は

「Delay」スライダで設定します。
• 「Delay」スライダ／フィールド：ドラッグして、ディレイ時間をミリ秒単位で設定します。または、ディレイ同期

ボタンがオンになっているときに小節／拍の値を設定します。
参考：ディレイ同期ボタンがオンになっているときは、小節および拍の値のみを設定できます。

MIDI ノート（明るい色のバー）と遅らせた MIDI ノートが表示されます。バーの
MIDI ノートのベロシティを表します。

• ディスプレイ：未処理の入力

高さは、遅らせた各

• 「Repeats」ノブ：回して、ディレイの繰り返し回数を設定します。
• 「Transpose」ノブ：回して、指定の量だけディレイの各繰り返しをトランスポーズします。
• 「Velocity
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• 「Note

Range Min」および「Note Range Max」スライダ（拡張パラメータ）：左下にある開閉用三角ボタ
Range Min」および「Note Range Max」スライダ

ンをクリックすると、拡張パラメータが開きます。「Note

を動かして、入力ノートの範囲を設定します。この範囲内にあるノートは処理されます（デフォルトの範囲：

1 〜 127）。範囲外のノートは処理されません。
参考：「Note

Range Min」スライダの値を「Note Range Max」スライダよりも高く、またはその逆に設定

できます。こうすると入力ノート範囲での動作が逆になり、範囲内にあるノートイベントは処理されず、範囲外の
ノートイベントが処理されるようになります。

Randomizer MIDI プラグイン
Randomizer プラグインは、受信した MIDI イベントをリアルタイムでランダムにします。

Randomizer のパラメータ
• 「Event Type」ポップアップメニュー：ランダムにする MIDI イベントの種類を選択します。
• 「Input

Range」スライダ：ドラッグして、影響を受ける値の範囲の上限と下限を設定します。この範囲内にあ

るパラメータ値のみが処理されます。範囲外の値はプラグインを通過します。
参考：下限の「Input

Range」スライダの値を上限の「Input Range」スライダよりも高く、またはその逆に

設定できます。こうすると入力範囲での動作が逆になり、範囲内にあるイベントは処理されず、範囲外のイベン
トがランダマイズされるようになります。
• 量スライダ：ドラッグして、ランダマイズの度合いを設定します。色付きのボックスに、中央に表示されている未

処理の入力信号に対して可能な出力値の範囲が表示されます。
• 「Weight」スライダ：ドラッグして、設定した量の範囲内でイベントがランダマイズされる可能性を増加または

減少させます。色付きのボックスに「Weight」での重み付け設定が反映されます。グラデーションのうち暗い
部分は、対象の領域で値が生成される可能性が低く、明るくなるにつれて可能性が高くなります。
• 左（
「Low」）にドラッグすると、低い値がランダマイズされる可能性が高まります。
• 右（
「High」）にドラッグすると、高い値がランダマイズされる可能性が高まります。
• 中央の位置では、低い値と高い値のどちらにも比重が置かれず、値の範囲全体がランダムに変更されます。
• 「Output

O∂set」スライダ：ドラッグして、プラグインの（ランダムな）MIDI 出力をオフセットします。オフ

セット値には負の値と正の値のどちらも指定できます。
• 「Seed」スライダ（拡張パラメータ）
：ランダマイズの開始点（シード）を指定します。
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たとえば、Randomizer プラグインを使用してピアノによるメロディをランダマイズするとします。ピアノパートを
バウンスすると、
ランダマイズしたメロディがオーディオファイルとして保存されます。「Seed」を「Random」に
設定してソングを再度バウンスすると、2 つのバウンスで異なるサウンドが得られます。両方のバウンスで「Seed」
を特定の同じ値に指定すると、2 つのバウンスは同じになります。

Scripter プラグイン
Scripter プラグインを使う

Scripter プラグインを使用すると、出荷時のスクリプトまたはユーザが作成したスクリプトを読み込んで、リアルタ
イムで MIDI データを処理または生成できます。この環境で作成されたプラグインはプログラミングについての知識
がなくても使用できますが、プラグインの表示や変更は内蔵のスクリプトエディタで行います。設定やパッチとして、
またはコンサートやプロジェクトファイルの一部としてプラグインを作成し保存すると、ほかのプラグインと同様に使
用できるようになります。作成済みの

Scripter プロセッサも数多く備わっています。

プログラミングの知識をお持ちであれば、独自の

MIDI プラグインを作成できます。スクリプトエディタを使うを参

照してください。

Scripter プラグインにはグローバルパラメータが 1 つあります。実行中の JavaScript スクリプトによって定義され
たその他のパラメータは、グローバルパラメータの下に表示されます。

• 「Open

Script in Editor」ボタン：クリックすると、スクリプトエディタウインドウが開きます。

独自のスクリプトを記述することも、ほかのソースからこのウインドウにスクリプトをペーストすることもできます。
作成済みの Scripter プロセッサを読み込む
以下のいずれかの操作を行います：

m

プラグインウインドウのヘッダから設定を読み込みます。

m

ライブラリからパッチを読み込みます。

m

チャンネルストリップの「設定」ポップアップメニューまたはライブラリからチャンネルストリップの設定を読み込
みます。

m

実行中のスクリプトと共に

Scripter プラグインが含まれているプロジェクトまたはコンサートを読み込みます。

アクティブなスクリプトを設定やパッチとして手動で保存する必要はありません。プロジェクトまたはコンサートを保
存すると、すべての

Scripter プラグインのスクリプトと状態が保持されます。

スクリプトエディタを使う
スクリプトエディタは JavaScript コードの編集に使用します。このウインドウを使用すれば、独自の MIDI プラグイ
ンを記述できます。リアルタイムでプラグインを作成できるので、プラグインの機能を即座に変更およびテストでき
ます。スライダやメニューなどのインターフェイス要素を定義できます。これらは

Scripter プラグインウインドウに

表示されます。また、こうした画面上のコントロールで操作する根本的なロジックや機能を作成できます。Scripter
プラグインで作成できるユーティリティの例として、コード演奏、弦楽器のレガートの処理、ハープのグリッサンド生
成、アルゴリズム作曲などに役立つものが挙げられます。
ヒント：スクリプトエディタで用意されているスクリプトを表示すると、これらの構成方法を理解できます。コードの
変更や再利用によって機能を変更したり、新しいプロセッサを作成したりすることができます。
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Scripter API についての資料とサンプルコードについては、Scripter API の概要を参照してください。
Run Script button

Code Editor

Interactive Console

スクリプトエディタのパラメータ
• 「Run

Script」ボタン：クリックすると、スクリプトが評価され、プラグインとパラメータが設定されます。この

ボタンをクリックすると、インタラクティブコンソールに出力が表示されます。エラーもここに表示されます。
• コードエディタ：この領域で
•

JavaScript コードを入力します。このエディタには以下の機能があります：

JavaScript のキーワードと、使用可能な MIDI API（アプリケーション・プログラミング・インターフェイス）
の構文ハイライト表示。

• リアルタイムでの構文チェック。エラー行が即座にハイライト表示され、
スクリプトの記述がより簡単になります。
• 行番号。エラーはインタラクティブコンソールに行番号でレポートされるので、エラーチェックに役立ちます。
• インタラクティブコンソール：デバッグ情報が表示されます。また、プロンプトに続けて入力し Return キーを押

すことによって、コマンドプロンプト上でコードを実行できます。「clear」と入力して Return キーを押すと、コ
ンソールの内容が消去されます。

Scripter プラグインを作成する／保存する
1 Scripter プラグインを開きます。
2

「Open

Script in Editor」ボタンをクリックします。

3

コードエディタで、JavaScript コードを入力（または既存の

4

「Run

5

意図した通りに動作するかどうかプラグインをテストします。

6

インタラクティブコンソールにエラーが表示されなければ、スクリプトが含まれているホストの書類、設定、または

JavaScript コードをコピー＆ペースト）します。

Script」ボタンをクリックします。

パッチを保存します。

Scripter API の概要

以下の章で説明されている JavaScript
•

MIDI 処理関数の概要

•

JavaScript オブジェクトの概要

•

Scripter のコントロールを作成する

API を使用して、独自の MIDI 処理用プラグインを作成できます。

ヒント：スクリプトエディタで用意されているスクリプトを表示すると、これらの構成方法を理解できます。コードの
変更や再利用によって機能を変更したり、新しいプロセッサを作成したりすることができます。スクリプトエディタを
使うを参照してください。
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MIDI 処理関数
MIDI 処理関数の概要
Scripter プラグインでは、スクリプトに実装してホストアプリケーションと通信するための一連の JavaScript 関数
を扱うことができます。JavaScript 関数の種類と、JavaScript 関数を使用して MIDI プラグインを作成する方法に
ついて詳しくは、リンク先の章を参照してください：
•

HandleMIDI 関数

•

ProcessMIDI 関数

•

ParameterChanged 関数

•

Reset 関数

HandleMIDI 関数
MIDI イベントを処理できます。HandleMIDI はプラグ
MIDI イベントを受信するたびに呼び出され、受信した MIDI イベントの処理に必要です。HandleMIDI 関

HandleMIDI() 関数を使用すると、プラグインが受信した
インが

数が実装されていないと、イベントは未処理のままプラグインを通過します。

HandleMIDI は、受信した MIDI イベントを表す JavaScript オブジェクトである 1 つの引数と共に呼び出されま
す。以下に HandleMIDI と JavaScript Event オブジェクトの使いかたの例を示します。
サンプルコード 1

MIDI イベントはプラグインを通過します。
function HandleMIDI(event) {
event.send();

}

サンプルコード 2
イベントログをプラグインのコンソールに記録し、どこにも送信しません。
function HandleMIDI(event) {
event.trace();
}
サンプルコード 3

100 ミリ秒のディレイと共にノートを 1 オクターブ上で繰り返し、その他のイベントは通過させます。
「//」に続くテキストはコメントです。
function HandleMIDI(event) {
event.send();

// オリジナルイベントを送信

if (event instanceof Note) {

// ノートの場合

event.pitch += 12;

// 1 オクターブ上にトランスポーズ

event.sendAfterMilliseconds(100);

// ディレイ後に送信

}
}

ProcessMIDI 関数
ProcessMIDI() 関数を使用すると、周期的な（一般にタイミングに基づく）
タスクを実行できます。これはシーケン
サーやアルペジエータなどのテンポに基づく MIDI エフェクトを記述するときに使用します。一般に、ProcessMIDI
は、ホストからの音楽的なタイミング情報を使用しないアプリケーションには不要です。ProcessMIDI は「処理ブ
ロック」ごとに

1 回ずつ呼び出されます。処理ブロックは、ホストのオーディオ設定（サンプルレートおよびバッファ

サイズ）によって指定されます。
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この関数は、「JavaScript TimingInfo オブジェクト」と組み合わせて、ホストアプリケーションからのタイミング
情報を利用するためによく使われます。以下に

ProcessMIDI と TimingInfo オブジェクトの使いかたの例を示しま

す。JavaScript TimingInfo オブジェクトを使うも参照してください。
参考：GetTimingInfo 機能を有効にするには、NeedsTimingInfo = true; をグローバル変数として記述する

（関数の外側に記述する）必要があります。
サンプルコード

// GetHostInfo() を有効にするにはグローバルスコープで NeedsTimingInfo = true を指定する
NeedsTimingInfo = true;
function ProcessMIDI() {
var info = GetTimingInfo();
if (info.playing) {

// ホストから TimingInfo オブジェクトを取得
// トランスポートが実行中の場合

Trace(info.tempo);

// プラグインコンソールでテンポをプリント

}
}

GetParameter 関数
GetParameter() 関数は「 var

PluginParameters」で定義したパラメータから情報を取得します。

GetParameter の引数名は、定義した PluginParameters の名前の値と一致する必要があります。
コードの使用例
「//」に続くテキストは、引数の機能を説明しています。スクリプトエディタで Mod Wheel

Glissando JavaScript

を開くと、GetParameter 関数の使いかたを理解できます。
note.velocity = GetParameter("Note Velocity");
// HandleMIDI 関数内で使用され、 定義済み
"Note Velocity" パラメータから "Note Velocity" 情報を取得
var PluginParameters = [{name:"name:"Note Velocity", type:"lin", minValue:1,
maxValue:127, numberOfSteps:126, defaultValue:80"}];
// 1 〜 127 の範囲の
"Note Velocity" と呼ばれるリニアパラメータを作成、デフォルト値は 80

ParameterChanged 関数
ParameterChanged() 関数を使用すると、プラグインのパラメータの変更によってトリガされるタスクを実行でき
ます。ParameterChanged は、
プラグインのいずれかのパラメータを新しい値に設定するたびに呼び出されます。
また、ParameterChanged は、プラグイン設定を読み込むときにパラメータごとに

1 回ずつ呼び出されます。

ParameterChanged は 2 つの引数と共に呼び出されます。1 つ目はパラメータのインデックス（0 から始まる整
数）、2 つ目はパラメータの値（数値）です。
サンプルコード
パラメータの変更をプラグインのコンソールに表示します。さらに、この例ではプラグインウインドウにスライダを作
成し、このスライダに

ParameterChanged 関数を割り当てます。

「//」に続くテキストは、引数の機能を説明しています。
var PluginParameters = [{name:"Slider"}];

//

スライダを作成（デフォルト範囲

if (param == 0)

//

作成したばかりのスライダの場合

Event.trace(value);

//

値をコンソールにプリント

0.0

〜

1.0）

function ParameterChanged(param, value) {

}
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Reset 関数
Reset() はプラグインがリセットされると呼び出されます。

JavaScript オブジェクト
JavaScript オブジェクトの概要
Scripter プラグインは、MIDI 処理に関わる関数を実行するほか、MIDI 情報とホストアプリケーションの情報を
説明または表現する JavaScript オブジェクトを提供します。
オブジェクトの種類については以下の章を参照してくだ
さい：
•

JavaScript Event オブジェクトを使う

•

JavaScript TimingInfo オブジェクトを使う

•

JavaScript MIDI オブジェクトを使う

JavaScript Event オブジェクトを使う
HandleMIDI 関数が呼び出されると、Event オブジェクトは 1 つの MIDI イベントを表し、スクリプト内で呼び出
せる以下のメソッドを実装します：

Event のメソッド
• Event.send()：イベントを送信します。
•

Event.sendAfterMilliseconds(number ms)：指定の値が経過するとイベントを送信します（整数または浮
動小数点数を指定できます）。

•

Event.sendAtBeat(number beat)：ホストのタイムライン上の指定の拍（浮動小数点数）でイベントを送信
します。

•

Event.sendAfterBeats(number beat)：上記と同じですが、拍の値は現在位置からの拍単位のディレイとし
て使用されます。

•

Event.trace()：イベントをプラグインのコンソールに表示します。

•

Event.toString()：イベントを文字列で返します。

•

Event.channel(number)：MIDI チャンネル 1 〜 16 を設定します。
参考：Event.channel はメソッドではなくイベントのプロパティです。

Event オブジェクトから直接インスタンスが作成されることはなく、Event オブジェクトは以下のイベントに特有
のオブジェクトタイプのプロトタイプになっています。以下のすべてのイベントタイプは、上記のメソッドと、チャ
ンネルのプロパティを継承します。
イベントタイプ
イベントタイプとそのプロパティは以下の通りに
•
•

HandleMIDI に渡されます：

NoteOn.pitch(integer number)：1 〜 127 のピッチ。
NoteOn.velocity(integer number)：0 〜 127 のベロシティ。ベロシティ値 0 は、ノートオンではなくノー
ト・オフ・イベントとして解釈されます。

•

NoteO∂.pitch(integer number)：1 〜 127 のピッチ。

•

NoteO∂.velocity(integer number)：0 〜 127 のベロシティ。

•

PolyPressure.pitch(integer number)：1 〜 127 のピッチ。ポリフォニックアフタータッチはシンセサイザー
ではあまり使用されません。

•

PolyPressure.value(integer number)：0 〜 127 のプレッシャー値。

•

ControlChange.number(integer number)：0 〜 127 のコントローラ番号。

•

ControlChange.value(integer number)：0 〜 127 のコントローラ値。
ヒント：MIDI.controllerName(number) を使用するとコントローラの名前を検索できます。

•

ProgramChange.number(integer number)：0 〜 127 のプログラムチェンジ番号。
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m

•

ChannelPressure.value(integer number)：0 〜 127 のアフタータッチ値。

•

PitchBend.value(integer number)：-8192 〜 8191 の 14 ビットのピッチベンド値。値 0 は中央です。

受信した各 MIDI イベントをモジュレーション・コントロール・チェンジ・メッセージに置き換える
スクリプトエディタウインドウに以下の通りに入力します。「//」に続くテキストは、引数の機能を説明しています。
ヒント：JavaScript の「new」キーワードを使用すると、任意のタイプの

Event オブジェクトの新しいインスタン

スを生成できます。
function HandleMIDI() {
var cc = new ControlChange;

//

新しいコントロール・チェンジ・メッセージを作成

cc.number = 1;

//

それをコントローラ

cc.value = 100;

//

値を設定

cc.send();

//

イベントを送信

cc.trace();

//

イベントをコンソールにプリント

1 （モジュレーション）に設定

}

m

受信した各 MIDI イベントを C3 ノートのオン／オフに置き換える
スクリプトエディタウインドウに以下の通りに入力します。「//」に続くテキストは、引数の機能を説明しています。
ヒント：JavaScript の「new」キーワードを使用すると、任意のタイプの

Event オブジェクトの新しいインスタン

スを生成できます。
function HandleMIDI() {
var on = new NoteOn;

//

on.pitch = 60;

//

ピッチを

on.send();

//

ノートを送信

var off = new NoteOff(on);

//

ノートオンを使用してノートオフを作成し、
ピッチ値を初期化（C3）

off.sendAfterBeats(1);

//

ノートオフを

新規ノートオンを作成する

C3

に設定する

1

拍遅く送信

}

JavaScript TimingInfo オブジェクトを使う
TimingInfo オブジェクトには、ホストのトランスポートの状態と、現在の音楽的なテンポと拍子を表すタイミング
情報が含まれています。TimingInfo オブジェクトは GetTimingInfo() を呼び出すことで取得できます。
TimingInfo のプロパティ
• TimingInfo.playing：ブール論理が使用されます。
「true」はホストのトランスポートが実行されていること
を意味します。
•

TimingInfo.blockStartBeat：処理ブロックの先頭にある拍の位置が浮動小数点数によって表されます。

•

TimingInfo.blockEndBeat：処理ブロックの末尾にある拍の位置が浮動小数点数によって表されます。

•

TimingInfo.blockLength：処理ブロックの拍単位の長さが浮動小数点数によって表されます。

•

TimingInfo.tempo：ホストのテンポが浮動小数点数によって表されます。

•

TimingInfo.meterNumerator：ホストの拍子の分子が整数によって表されます。

•

TimingInfo.meterDenominator：ホストの拍子の分母が整数によって表されます。

•

TimingInfo.cycling：ブール論理が使用されます。「true」はホストのトランスポートがサイクルモードになっ
ていることを意味します。

•

TimingInfo.leftCycleBeat：サイクル範囲の先頭にある拍の位置が浮動小数点数によって表されます。

•

TimingInfo.rightCycleBeat：サイクル範囲の末尾にある拍の位置が浮動小数点数によって表されます。
参考：拍の長さはホストアプリケーションの拍子記号とテンポによって決まります。
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トランスポートの実行中に拍の位置を表示する

m

スクリプトエディタウインドウに以下の通りに入力します：
var NeedsTimingInfo = true;
function ProcessMIDI() {
var info = GetTimingInfo();
if (info.playing)
Trace(info.beat)
}

JavaScript MIDI オブジェクトを使う
MIDI オブジェクトには、スクリプトの記述時に使用できる便利で使いやすい関数が数多く含まれています。
参考：MIDI オブジェクトはグローバルオブジェクトのプロパティです。このため、インスタンスを作成するのではな
く、JavaScript の

Math オブジェクトと同様、関数にアクセスして使用します。たとえば、MIDI.allNotesO∂() を

直接呼び出すことができます。

MIDI オブジェクトのプロパティ
以下のメソッド名と引数を使用して各種の機能を実行できます：
•

noteNumber(string name)：指定のノート名の MIDI ノート番号が返されます。例：C3 または B#2。
参考：引数にフラットを使用することはできません。Bb3 ではなく A#3 を使用します。

•

noteName(number pitch)：指定の MIDI ノート番号の名前（文字列）が返されます。

•

ccName(number controller)：指定のコントローラ番号のコントローラ名（文字列）が返されます。

•

allNotesO∂()：すべての MIDI チャンネルのオール・ノート・オフ・メッセージを送信します。

•

normalizeStatus(number status)：MIDI ステータスバイトの安全範囲（128 〜 239）に値をノーマライズ
します。

•

normalizeChannel(number channel)：MIDI チャンネルの安全範囲（1 〜 16）に値をノーマライズします。

•

normalizeData(number data)：MIDI データバイトの安全範囲（0 〜 127）に値をノーマライズします。

コントローラ 20 の受信時にイベントを通過させてオール・ノート・オフ・メッセージを送信する
スクリプトエディタウインドウに以下の通りに入力します：
function HandleMIDI(e) {
e.send();
if (e instanceof ControlChange && e.number == 20)
MIDI.allNotesOff();
}

Scripter のコントロールを作成する

Scripter のスクリプトエディタでは、シンプルなショートハンドを使用してスライダやメニューなどの標準的なコント
ローラを追加できます。これらのコントローラを使用することで、プラグインの自動化やリアルタイム操作ができま
す。新しいパラメータを定義するための唯一の必須プロパティは名前です。デフォルトでは基本的なスライダに設定
されます。また、以下のプロパティを追加してコントロールの種類や動作を変更できます。
オプションのプロパティ
•

type：以下のいずれかの文字列を値として入力します：
• 「Lin」
：リニアフェーダーが作成されます。
• 「log」
：対数フェーダーが作成されます。
• 「menu」
：メニューが作成されます。
• 「valueStrings」
：このメニュータイプには、メニュー内に表示する文字列による追加のプロパティが必要です。
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• 「defaultValue」
：整数または浮動小数点数を入力してデフォルト値を設定します。値が入力されていない場合、

デフォルトは
•

•

0.0 になります。

minValue：整数または浮動小数点数を入力して最小値を設定します。値が入力されていない場合、デフォルト
は 0.0 になります。
maxValue：整数または浮動小数点数を入力して最大値を設定します。値が入力されていない場合、デフォル
1.0 になります。

トは

MIDI プラグインのコントロールを定義する
スクリプトエディタウインドウに以下の通りに入力すると、各種のコントローラが作成されます：

m

スライダ 1： var PluginParameters = [{name:"Parameter x", defaultValue:0.5}];
このサンプルコードでは、デフォルトの範囲が

0 〜 1 の「Parameter x」という名前のスライダが作成されます。

このスライダは中央値である「0.5」に設定されます。

m

スライダ 2： var PluginParameters = [{name:"Octaves", defaultValue:3, minValue:0,
maxValue:5, numberOfSteps:5, unit:"octaves", type:"lin"}];
このサンプルコードでは、5 つの位置（目盛り）の間で調整できる、範囲が

0 〜 5 のリニア表示スライダが作成さ

れます。

m

メニュー： var PluginParameters = [{name:"Range", type:"menu", valueStrings:["Low",
"Mid", "High"]}];
このサンプルコードでは、
「Low」、
「Mid」、および「High」の選択肢がある「Range」という名前のメニューが
作成されます。
プラグインのパラメータ値を取得する
パラメータ名を入力して GetParameter() を呼び出すと、パラメータの現在の値と共に値（Number オブジェク
ト）が返されます。通常、GetParameter() は

HandleMIDI 関数または ProcessMIDI 関数の中で使用します。

このサンプルコードでは、モジュレーションイベントがノートイベントに変換され、ノートの長さを決めるスライダが
作成されます。

m

スクリプトエディタウインドウに以下の通りに入力します。「//」に続くテキストは、引数の機能を説明しています。
var PluginParameters = [{name:"Note Length"}];
0.0 〜 1.0）

//

スライダを作成（デフォルト範囲

if (e instanceof ControlChange && e.number == 1) {

//

イベントがモジュレーションホイール

var note = new NoteOn;

// NoteOn

note.pitch = e.value;

//

値をノートピッチとして使用

note.velocity = 100;

//

ベロシティ

note.send();

//

ノートオンを送信

var off = new NoteOff(note);
継承する NoteOff オブジェクトを作成

// NoteOn

var delayInBeats = GetParameter("Note Length") + 0.1;
得（ノートオンおよびオフが同時でないことを保証するために 0.1 を追加）

//

作成したスライダのパラメータ値を取

off.sendAfterBeats(delayInBeats);

//

拍内の長さがスライダで設定された

function HandleMIDI(e) {
の場合

オブジェクトを作成

100

を使用

のピッチとベロシティを

後にノートオフを送信

}
}
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Transposer MIDI プラグイン
Transposer MIDI プラグインを使用すると、受信した MIDI ノートをリアルタイムでトランスポーズしたり、選択し
たスケールにノートを補正したりすることができます。

Transposer のパラメータ
• 「Transpose」スライダ：ドラッグして、受信した MIDI ノートを半音 24 個分まで上下にトランスポーズします。
• 「Root」ポップアップメニュー：スケールのルートノートを選択します。
• 「Scale」ポップアップメニュー：複数のプリセットスケールから 1 つを選択するか、画面上のキーボードを使用

して独自のカスタムスケール（「User

Scale」）を作成します。

• キーボード：キーボードのノートをクリックすると、ノートのオンとオフが切り替わります。オフになっているノート

は「User

Scale」スケールから除外されます。

Velocity Processor MIDI プラグイン
Velocity Processor の概要

Velocity Processor MIDI プラグインは、受信した MIDI ベロシティイベント（ノートオンおよびノートオフ）をリ
アルタイムで処理します。そのほか、ベロシティを圧縮および伸張することもできます。

Velocity Processor のグローバルパラメータ
• 「Process」ボタン：いずれかのボタンをクリックすると、MIDI ノート・オン・ベロシティと MIDI ノート・オフ・
ベロシティの一方 が処理されます。両方のボタンをクリックすると、MIDI ノート・オン・ベロシティと MIDI ノー
ト・オフ・ベロシティの両方が処理されます。
• 「Mode」ポップアップメニュー：ベロシティの処理モードを選択します。選択したモードによって、使用できるパ

ラメータは異なります。
•

Comp./Exp.：Velocity Processor の Comp./Exp. モードでは、プラグインがオーディオコンプレッサーの
ように機能します。

•

Value/Range：Velocity Processor の Value/Range モードでは、プラグインがオーディオリミッターのよ
うに機能します。

•

Add/Scale：Velocity Processor の Add/Scale モードでは、プラグインは受信した MIDI ベロシティメッ
セージの値を伸縮、加算、または低減させます。
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• 「Input

Min」および「Input Max」スライダ（拡張パラメータ）：左下にある開閉用三角ボタンをクリック
Min」および「Input Max」スライダを動かして、入力ノート
の範囲を設定します。入力ノートの範囲内にあるノートは処理されます（デフォルトの範囲：1 〜 127）。入力

すると、拡張パラメータが開きます。「Input
ノートの範囲外のノートは処理されません。

参考：「Input Min」スライダと「Input Max」スライダの値を交差させると入力ノート範囲での動作が逆にな
り、範囲内にあるノートイベントは処理されず、範囲外のノートイベントのベロシティが処理されるようになります。
• 「Range

Learn」チェックボックス（拡張パラメータ）：クリックして「Learn」モードをオンにしてから MIDI
Min」の値が設定されます。（高い）キーを弾くと「Input Max」

キーボードの（低い）キーを弾くと、
「Input
の値が設定されます。

両方のキーを弾いた後は自動的に「Learn」モードがオフになり、「Range

Learn」チェックボックスの選択が

解除されます。

Velocity Processor の Comp./Exp. モード

「Comp./Exp.」モードにすると、Velocity

Processor MIDI プラグインはオーディオコンプレッサーのように機能

します。

Comp./Exp. モードのパラメータ
• 「Threshold」ノブ：回してベロシティの値を設定します。受信したベロシティのうち、このしきい値を上回るベ
ロシティは処理されます。ベロシティの値がしきい値を下回る MIDI ノートは処理されずに通過します。
• 「Ratio」ノブ：回して、しきい値を上回る値を圧縮／伸張するときの傾斜を設定します。処理には「ソフトニー」

特性が使用されます。
•

1 よりも小さい値を設定すると、受信したベロシティの値が伸張されます。

•

1 よりも大きい値を設定すると、受信したベロシティの値が圧縮されます。

• 「Make

Up」ノブ：回して、圧縮／伸張による全体的なベロシティの増減を補正するためのベロシティオフセッ

トを設定します。ベロシティオフセットには正の値と負の値のいずれかを指定できます。また、ベロシティオフセッ
トは受信したベロシティの値に対して加算または減算できます。
• 「Auto」
（Gain）ボタン：オンにすると、「Make

Up」ノブで設定した最大のベロシティ・リファレンス・レベ

ルが自動的に適用されます。
参考：
「Auto」ボタンを有効にすると、「Make

Up」ノブの機能が変わります。「Make Up」ノブでは、ベロシ

ティオフセット値ではなく、最大のベロシティ・リファレンス・レベルが設定されます。
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Velocity Processor の Value/Range モード

「Value/Range」モードにすると、Velocity

Processor MIDI プラグインをオーディオリミッターのように利用でき

ます。

Value/Range モードのパラメータ
• 「Value/Range」スイッチ：
「Value」に設定すると、受信したすべての MIDI ベロシティの値を「Value」ス
ライダで設定した値に制限します。「Range」に設定すると、受信したすべての MIDI ベロシティの値を「Min」
および「Max」スライダで設定した範囲に制限します。
• 「Value」スライダ：ドラッグして、処理されたすべてのノートに一律のベロシティを設定します。

Velocity Processor の Add/Scale モード

「Add/Scale」モードでは、Velocity

Processor MIDI プラグインは、受信した MIDI ベロシティメッセージの値

を伸縮、加算、または低減させます。

Add/Scale モードのパラメータ
• 「Scale」スライダ：動かして、受信したすべての MIDI ベロシティの値を 0 ％〜 200 ％の割合で伸縮させます。
• 「Add」スライダ：動かして、受信した
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10

モジュレーションエフェクト

モジュレーションエフェクトの概要
モジュレーションエフェクトを使うと、サウンドに動きと深みを与えることができます。コーラス、フランジング、フェー
ジングなどの種類があります。
一般にモジュレーションエフェクトは、入力信号を数ミリ秒遅延させた後、LFO で遅延信号をモジュレートします。
一部のエフェクトでは、遅延時間をモジュレートするために

LFO を使うこともあります。

LFO（低周波オシレータ）はシンセサイザーの音を生成するオシレータに似ていますが、LFO で生成される周波数
は低く、耳には聞こえません。モジュレーションのためにのみ使われます。LFO のパラメータには、速度（周波数）
と深さ（強さ）のコントロールがあります。
また、エフェクトのかかった（ウェット）信号と元の（ドライ）信号の比率も制御できます。フィードバックパラメー
タを備えたモジュレーションエフェクトもあります。これはエフェクト出力の一部をエフェクト入力に戻します。
ほかのモジュレーションエフェクトはピッチにも影響します。ピッチモジュレーションを使う代表的なエフェクトとして
ビブラートがあります。ビブラートでは

LFO を使ってサウンドの周波数をモジュレートします。ほかのモジュレーショ

ンエフェクトと異なり、ビブラートは遅延信号だけを変化させます。

Ensemble は最も複雑なモジュレーションエフェクトの 1 つです。これはオリジナル信号と複数の遅延信号をミック
スします。

Chorus エフェクト
Chorus エフェクトは元の信号にディレイをかけます。ディレイ時間は LFO でモジュレートされます。最後に、ディ
レイおよびモジュレートされた信号と元の（ドライ）信号がミックスされます。

Chorus エフェクトを使うと、入力信号の響きを豊かにし、複数の楽器や声がユニゾンで演奏しているような印象を
生み出すことができます。LFO によって生成されるディレイ時間のわずかな差によって、複数のミュージシャンやボー
カリストで演奏しているときに生じるピッチやタイミングの微妙な「ずれ」がシミュレートされます。また Chorus を
使用することで信号に豊かさや深みも加わり、低い音や持続音に動きを与えることができます。

Chorus のパラメータ
• 「Intensity」スライダ／フィールド：ドラッグして、モジュレーションの量を設定します。
• 「Rate」ノブ／フィールド： 回して、LFO の周波数（速度）を設定します。
• 「Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、ドライ信号とウェット信号のバランスを設定します。
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Ensemble エフェクト
Ensemble を使うと、特にボイスを多く使った場合に、サウンドに豊かさと動きを加えることができます。パートに
厚みを持たせるだけでなく、ボイス間のピッチのずれを大きくして処理後の素材にデチューン効果を加えたいとき
にも便利です。Ensemble は最大で 8 つのコーラスエフェクトを合成します。2 つの標準

LFO と 1 つのランダム
LFO により、複雑なモジュレーションを生成できます。処理された信号の動きは、グラフィックディスプレイによって

視覚的に示されます。

Ensemble のパラメータ
• 「Intensity」スライダ／フィールド：ドラッグして、LFO 1、LFO 2、およびランダム LFO のモジュレーションの
量を設定します。
• 「Rate」ノブ／フィールド： 回して、LFO

1、LFO 2、およびランダム LFO の周波数を調節します。

• 「Voices」スライダ／フィールド：ドラッグして、使用するコーラスインスタンスの数を指定します。 この設定に

よって、元の信号にミックスされるボイス（信号）数が決まります。
• グラフィックディスプレイ：モジュレーションの形状と強度を表します。
• 「Phase」ノブ／フィールド： 回して、各ボイスモジュレーション間の位相関係を調節します。 ここで指定する値

はボイスの数によって異なります。そのため、度数ではなくパーセンテージで表示されています。100（または−

100）という値は、すべてのボイスのモジュレーション位相間の最大距離を示します。
• 「Spread」スライダ／フィールド：ドラッグして、ステレオ空間全体にボイスを分散させます。 値を

200 ％に設

定すると、ステレオベースを人工的に広げることができます。ただし、その場合はモノラルとの整合性に問題が
発生することがあるので注意してください。
• 「Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、ドライ信号とウェット信号のバランスを設定します。
• 「E∂ect Volume」ノブ／フィールド： 回して、エフェクト信号のレベルを設定します。「Voices」パラメータの

変更によって生じた音量の変化を補正するのに便利なツールです。

第 10 章

モジュレーションエフェクト

166

Flanger エフェクト
Flanger エフェクトは Chorus エフェクトと似たような動作をしますが、かなり短いディレイ時間を使います。また、
エフェクト信号をディレイラインの入力にフィードバックすることも可能です。
フランジングは通常、浮遊感や水中にいるような感じを出したいときに使用します。

Flanger のパラメータ
• 「Feedback」スライダ／フィールド：ドラッグして、入力に戻されるエフェクト信号の量を設定します。 この設
定を調節して、音色を変えたり、スイープエフェクトを強調したりできます。「Feedback」を負の値にすると、戻
された信号の位相が反転します。
• 「Speed」ノブ／フィールド： 回して、LFO の周波数（速度）を設定します。
• 「Intensity」スライダ／フィールド：ドラッグして、モジュレーションの量を設定します。
• 「Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、ドライ信号とウェット信号のバランスを設定します。

Microphaser
Microphaser を使うと、噴射するようなフェイジング効果をすばやく作ることができます。

Microphaser のパラメータ
• 「LFO Rate」スライダ／フィールド：ドラッグして、LFO の周波数（速度）を設定します。
• 「Feedback」スライダ／フィールド：ドラッグして、入力に戻されるエフェクト信号の量を設定します。この設定

を調節して、音色を変えたり、スイープエフェクトを強調したりできます。
• 「Intensity」スライダ／フィールド：ドラッグして、モジュレーションの量を設定します。
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Modulation Delay
Modulation Delay は、Flanger エフェクトや Chorus エフェクトと同じ原理に基づいていますが、ディレイ時間
を設定できるため、コーラスとフランジングの両方の効果を作り出すことができます。また、モジュレーションを使わ
ずにレゾネータやダブリングの効果を得る場合にも使用できます。モジュレーションのセクションは、さまざまな周波
数を選択できる 2 つの

LFO で構成されています。

フランジングとコーラスを組み合わせて豊かなエフェクトを作成することもできますが、Modulation

Delay は大胆

なモジュレーションエフェクトを作り出すことができます。たとえば、テープの速度のずれをエミュレートしたり、ロ
ボットのような金属的な音に入力信号を変化させたりすることができます。

Modulation Delay のパラメータ
• 「Feedback」スライダ／フィールド：ドラッグして、入力に戻されるエフェクト信号の量を設定します。 値を高
くするとモジュレーションが強くなります。信号をダブリングしたい場合は使用しないでください。負の値にすると
フィードバック信号の位相が反転し、より混沌としたエフェクトになります。
• 「Flanger-Chorus」ノブ／フィールド： 回して、基本となるディレイ時間を設定します。 左に設定するとフラン

ジャー効果、中央に設定するとコーラス効果、右に設定するとはっきり聞き分けられるディレイ効果が発生します。
• 「De-Warble」ボタン：オンにすると、モジュレートした信号のピッチが一定に保たれます。
• 「Const

Mod.」（Constant Modulation）ボタン：オンにすると、モジュレーションレートに関係なくモジュ

レーション幅が一定に聞こえます。
参考：
「Const

Mod.」をオンにした場合は、モジュレーション周波数が高くなるとモジュレーション幅が狭くなり

ます。
• 「Mod. Intensity」
（Modulation

Intensity）スライダ／フィールド：ドラッグして、モジュレーションの量を

設定します。
• 「LFO

Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、2 つの LFO のバランスを設定します。

• 「LFO

1 Rate」および「LFO 2 Rate」ノブ／フィールド： 回して、左右のステレオチャンネルのモジュレーショ

ンレートを設定します。
参考：右の「LFO

「Left」と「Right」
1 Rate」／「LFO 2 Rate」ノブはステレオインスタンスでのみ使用可能で、

のリンクボタンが無効になっている場合にのみ単独で設定できます。
•

LFO の左右リンクボタン：オンにすると、左右のステレオチャンネルのモジュレーションレートがリンクします。
いずれかのレートノブを調整すると、ステレオインスタンスのもう一方のチャンネルも同時に調整されます。

• 「LFO

Phase」ノブ／フィールド： 回して、チャンネルモジュレーション間の位相関係を調節します。 ステレオイ

ンスタンスでのみ使用可能です。
•

0°の場合、両方のチャンネルで同時にモジュレーションが極限値の状態になります。

•

または− 180°
に設定すると、チャンネルのモジュレーション位相間の距離が最大になります。
180°

参考：「LFO
• 「Volume

Phase」パラメータは、LFO の左右リンクボタンが有効な場合のみ使用できます。

Mod.」（Volume Modulation）スライダ／フィールド：ドラッグして、エフェクト信号の振幅に対

する LFO モジュレーションの影響の度合いを設定します。
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• 「Output
• 「All

Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、ドライ信号とウェット信号のバランスを設定します。

：オンにすると、信号経路にオールパスフィルタが追加されます。オー
Pass」ボタン（拡張パラメータ領域）

ルパスフィルタは、信号の位相角度をシフトしてステレオイメージに変化を与えます。
• 「All

Pass Left」および「All Pass Right」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）：ドラッグして、各ス
テレオチャンネルで位相シフトが 90°
（合計 180°の中間点）で交差する地点の周波数を設定します。

Phaser エフェクト
Phaser エフェクトは、元の信号と、若干位相がずれたそのコピー信号を合成します。つまり、2 つの信号の振幅
2 つの信号間の時間差は、独立した 2 つの
LFO でモジュレートされます。また、Phaser にはフィルタ回路と内蔵エンベロープフォロワーがあり、入力信号で

は、わずかな時間差で最大値と最小値に達するということです。この

の音量変化を追跡して動的なコントロール信号を生成します。この制御信号はスイープ範囲を変化させます。
音響的には、フェイジングを使うと、周波数スペクトラムが周期的に変化し、浮遊感とゆらぎのあるサウンドを作成
できます。一般にギター用のエフェクトとして使われますが、さまざまな信号に適しています。

Phaser のパラメータ
• 「Filter」ボタン：フィードバック信号を処理するフィルタセクションのオン／オフを切り替えます。
• 「LP」および「HP」ノブ／フィールド： 回して、ローパス（LP）フィルタとハイパス（HP）フィルタのカットオ

フ周波数を設定します。
• 「Feedback」スライダ／フィールド：ドラッグして、入力に戻されるエフェクト信号の量を設定します。
• 「Ceiling」および「Floor」スライダ／フィールド：ドラッグして、LFO モジュレーションで影響を受ける周波数

の範囲を設定します。 青い部分をドラッグすると範囲全体を動かすことができます。
• 「Order」スライダ／フィールド：ドラッグして、フェイザーアルゴリズムを選択します。段数を増やすほどエフェ

クトが強くかかります。
•

4、6、8、10、12 段の設定で、5 種類のフェイザーアルゴリズムを切り替えることができます。この 5 種類は
いずれもアナログ回路をモデルとしたもので、それぞれが特定の用途のために設計されています。

• 奇数の設定（5、7、9、11）では、実際のフェイジングエフェクトは生まれません。奇数の設定は、より繊細

なコムフィルタ効果が出したいときに使用します。
• 「Env

Follow」スライダ／フィールド：ドラッグして、周波数範囲（「Ceiling」および「Floor」コントロール

で設定）に対する入力信号レベルの影響の度合いを設定します。
• 「LFO

1 Rate」および「LFO 2 Rate」ノブ／フィールド： 回して、各 LFO の速度を設定します。

• 「LFO

Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、2 つの LFO の比率を設定します。

• 「Env

Follow」スライダ／フィールド：ドラッグして、LFO1 の速度に対する入力信号レベルの影響の度合いを

設定します。
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• 「Phase」ノブ／フィールド： 回して、各チャンネルモジュレーション間の位相関係を調節します。 ステレオイン

スタンスでのみ使用可能です。0°
の場合、両方のチャンネルで同時にモジュレーションが極限値の状態になりま
す。180°
または−
• 「Output

180°に設定すると、チャンネルのモジュレーション位相間の距離が最大になります。

Mix」スライダ／フィールド：ドライ信号とウェット信号のバランスを指定します。 負の値を指定する

と、エフェクトと直接信号（ドライ信号）の位相が反転してミックスされます。
• 「Warmth」ボタン：クリックすると、ディストーション回路が有効になります。温かみのあるオーバードライブ効

果に適しています。

Ringshifter
Ringshifter の概要

Ringshifter は、リングモジュレータと周波数シフターエフェクトを組み合わせたものです。どちらも 1970 年代に
人気を博したエフェクトで、今また再評価の波に乗りつつあります。
リングモジュレータは、内部オシレータまたはサイドチェーン信号のいずれかを使用して、入力信号の振幅をモジュ
レートします。その結果として得られるエフェクト信号の周波数スペクトラムは、元の

2 つの信号の周波数成分の和

と差に等しくなります。サウンドとしては、金属的な感じ、無機物をぶつけ合わせた音などとよく表現されます。
周波数シフターは、入力信号の周波数成分を一定量シフトさせることにより、元の倍音の周波数関係を変化させま
す。その結果、優しくゆったりとしたフェイジング効果からロボット的な音質まで、幅広いサウンドが得られます。
参考：周波数シフトとピッチシフトとを混同しないようにしてください。ピッチシフトでは元の信号がトランスポーズ
するだけで、倍音周波数の関係は変化しません。

Ringshifter のインターフェイス

Ringshifter のインターフェイスは、次の 6 つのセクションで構成されています。
Mode buttons

Oscillator
parameters

Delay parameters

Envelope follower
parameters

Output parameters

LFO parameters

• モードボタン：Ringshifter が周波数シフターまたはリングモジュレータのどちらで動作するのかを指定します。

171 ページの Ringshifter のモードを設定するを参照してください。
• オシレータパラメータ：内部サイン波オシレータを設定します。このオシレータは、2 つの周波数シフターモード

とリングモジュレータの

OSC モードで、入力信号の振幅をモジュレートします。172 ページの Ringshifter のオ

シレータパラメータを参照してください。
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• ディレイパラメータ：エフェクト信号にディレイをかけます。173 ページの Ringshifter のディレイパラメータを

参照してください。
• エンベロープフォロワーパラメータ：エンベロープフォロワーでオシレータの周波数と出力信号をモジュレートし

ます。173 ページの Ringshifter のエンベロープ・フォロワー・モジュレーションを参照してください。
•

LFO パラメータ：LFO でオシレータの周波数と出力信号をモジュレートします。174 ページの Ringshifter の
LFO モジュレーションを参照してください。

• 出力パラメータ：フィードバック、ステレオ幅、ドライ信号とウェット信号の量を設定します。174 ページの

Ringshifter の出力パラメータを参照してください。

Ringshifter のモードを設定する

4 つのモードボタンのいずれかを選択し、Ringshifter が周波数シフターまたはリングモジュレータのどちらで動作
するのかを指定します。

Ringshifter のモードパラメータ
• 「Freq Shift」
（Frequency Shifter）の「Single」ボタン： 周波数シフターは、シフトした単一のエフェクト
信号を生成します。
シフトの方向は、
オシレータセクションの「Frequency」コントロールで指定します。ノブを半分より右側に設定
すると信号が正の値にシフトアップし、左側に設定すると負の値にシフトダウンします。
• 「Freq

Shift」（Frequency Shifter）の「Dual」ボタン： 左右のステレオチャンネルのそれぞれに、シフト

したエフェクト信号を生成します。一方はシフトアップし、もう一方はシフトダウンします。
シフトの方向は、オシレータセクションの「Frequency」コントロールで指定します。
• 「Ring

Mod」（Ring Modulator）の「OSC」ボタン：リングモジュレータは、内部サイン波オシレータを使っ

て入力信号をモジュレートします。
• 「Ring

Mod」（Ring Modulator）の「Side Chain」ボタン：リングモジュレータは、サイドチェーン入力経

由で割り当てられたオーディオ信号を使用して、入力信号の振幅をモジュレートします。
「Side

Chain」モードが有効なときは、サイン波オシレータがオフになり、「Frequency」コントロールは使用

できなくなります。

第 10 章

モジュレーションエフェクト

171

Ringshifter のオシレータパラメータ

周波数シフターの 2 つのモードおよびリングモジュレータの「OSC」モードでは、内部サイン波オシレータによって
入力信号の振幅がモジュレートされます。
• 周波数シフターモードの場合は、
「Frequency」パラメータによって、入力信号に加える周波数シフト（アップま

たはダウン）の量が決まります。
• リングモジュレータの「OSC」モードの場合は、
「Frequency」パラメータによって、得られる効果の周波数成

分（音色）が決まります。微妙なトレモロから金属的なサウンドまで、幅広い音質が得られます。

オシレータパラメータ
• 「Frequency」コントロール： 回して、サイン波オシレータの周波数を設定します。
• 「lin」
（linear）ボタンおよび「exp」（exponential）ボタン：「Frequency」コントロールの目盛表示を切

り替えます：
•

lin（linear）：「lin」（線形表示）モードでは、目盛の刻みが均一になります。

• 「exp」
（exponential）：「exp」（指数関数による表示）モードでは

0 ポイント付近の刻みが非常に小さい

ため、ゆったりとしたフェイジング効果やトレモロ効果をプログラミングするときに便利です。
• 「Env

Follow」（Envelope Follow）スライダ／フィールド：ドラッグして、オシレータのモジュレーション深度

に対する入力信号レベルの影響の度合いを設定します。
• 「LFO」スライダ／フィールド：ドラッグして、LFO によるオシレータのモジュレーションの量を設定します。
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Ringshifter のディレイパラメータ
エフェクト信号は、オシレータの次にディレイを通過します。

ディレイパラメータ
• 「Time」ノブ／フィールド： 回して、
ディレイ時間を設定します。非同期で動作させる場合はヘルツ単位、
「Sync」

ボタンを選択した場合は音価単位（3 連符や付点音符も含まれます）で設定します。
• 「Sync」ボタン：オンにすると、ディレイがホストアプリケーションのテンポに同期します。「Time」ノブで音符

の値を選択します。
• 「Level」ノブ／フィールド： 回して、リングモジュレータまたは周波数シフターで処理された信号に加えるディレ

イのレベルを設定します。「Level」値を 0 にすると、エフェクト信号が直接出力に渡されます（バイパス）。

Ringshifter のモジュレーション
Ringshifter のエンベロープ・フォロワー・モジュレーション
オシレータセクションの「Frequency」パラメータと出力セクションの「Dry/Wet」パラメータは、内部のエンベ
ロープフォロワーと LFO でモジュレートできます（LFO については、174 ページの Ringshifter の
ションを参照）。オシレータの「Frequency」では

LFO モジュレー
0 Hz 付近までモジュレーションできるため、オシレーションの

方向も変更できます。
エンベロープフォロワーは、入力信号の振幅（音量）を分析して、常に変化する制御信号を発信します。これは入
力信号の動的音量エンベロープと呼ばれます。この制御信号はモジュレーションにも使用されます。

エンベロープフォロワーパラメータ
• 「Power」ボタン： エンベロープフォロワーのオン／オフを切り替えます。 オンにすると、以下のパラメータを使

用できます：
• 「Sens」
（Sensitivity）スライダ／フィールド：ドラッグして、入力信号に対するエンベロープフォロワーの感度

を設定します。 低めに設定すると、エンベロープフォロワーは最も強い信号のピークにだけ反応します。高めに
設定すると、エンベロープフォロワーは信号をより厳密に追跡しますが、動的な反応が弱くなることがあります。
• 「Attack」スライダ／フィールド：ドラッグして、エンベロープフォロワーの応答時間を設定します。
• 「Decay」スライダ／フィールド：ドラッグして、エンベロープフォロワーが高い値から低い値に戻るまでの時間

を設定します。
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Ringshifter の LFO モジュレーション
オシレータセクションの「Frequency」パラメータと出力セクションの「Dry/Wet」パラメータは、
LFO とエンベロー
プフォロワーでモジュレートできます（エンベロープフォロワーでモジュレートについては、173 ページの Ringshifter
のエンベロープ・フォロワー・モジュレーションを参照）
。オシレータの「Frequency」では 0 Hz 付近までモジュレー
ションできるため、オシレーションの方向も変更できます。LFO は連続的で反復的な制御信号です。

Ringshifter の LFO パラメータ
• 「Power」ボタン： LFO のオン／オフを切り替えます。 オンにすると、以下のパラメータを使用できます。
• 「Symmetry」および「Smooth」スライダ／フィールド：ドラッグして、LFO の波形を変更します。
• 波形ディスプレイ： LFO の波形が視覚的に表示されます。
• 「Rate」ノブ／フィールド： 回して、LFO の波形周期（速度）を設定します。
• 「Sync」ボタン：オンにすると、LFO のレートがホストアプリケーションのテンポに同期します。音価単位で設定

できます。

Ringshifter の出力パラメータ

出力パラメータでは、エフェクト信号と入力信号とのバランス設定や、Ringshifter の幅とフィードバックレベルの設
定ができます。

Ringshifter の出力パラメータ
• 「Dry/Wet」ノブ／フィールド：回して、
入力（ドライ）信号とエフェクト（ウェット）信号の混合比率を設定します。
• 「Feedback」ノブ／フィールド： 回して、エフェクト入力に戻される信号の量を設定します。「Feedback」を使

うと、Ringshifter のサウンドに激しさが加わるため、さまざまな特殊効果に利用できます。
• オシレータのゆっくりとした揺れと組み合わせれば、濃厚なフェイジングサウンドを作ることもできます。
• 「Feedback」を高い値に設定し、ディレイ時間を短い値（10

ms 未満）に設定すると、コムフィルタ効果が生

まれます。
• 「Feedback」を高い値に設定し、ディレイ時間を長い値に設定すると、上昇と下降を繰り返す周波数シフト効

果が生まれます。
• 「Stereo Width」ノブ／フィールド： 回して、ステレオ空間でのエフェクト信号の幅を設定します。「Stereo

Width」は Ringshifter のエフェクト信号のみに影響し、ドライ入力信号には影響しません。
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• 「Env

Follow」（Envelope Follower）スライダ／フィールド：ドラッグして、入力信号レベルによる「Dry/
Wet」パラメータのモジュレーションの量を設定します。

• 「LFO」スライダ／フィールド：ドラッグして、LFO による「Dry/Wet」パラメータのモジュレーション深度を設

定します。

Rotor Cabinet エフェクト
Rotor Cabinet エフェクトの概要

Rotor Cabinet エフェクトは、Hammond オルガンの回転式ラウドスピーカーキャビネットをエミュレートします。
これはレスリーエフェクトとも呼ばれ、デフレクタあり／なしの両タイプの回転式スピーカーキャビネットと、サウン
ドを取り込むマイクをシミュレートします。
Click to choose a
cabinet type.

Deflector switch

Rotation switch

Rotor Cabinet の基本パラメータ
• 「Rotation」スイッチ： 動かして、回転速度を「Slow」
、「Brake」、または「Fast」に変更します。
• （Cabinet）
「Type」ポップアップメニュー：クリックしてキャビネットのモデルを選択します：
•

Wood：筐体が木製の Leslie 122、147 モデルに似たサウンドを出すことができます。

•

Proline：筐体が開放型の Leslie 760 モデルに似たサウンドを出すことができます。

•

Single：フルレンジのシングルローターを備えたレスリーサウンドをシミュレートします。Leslie 825 モデルに
似たサウンドを出すことができます。

•

Split：低音部ローターの信号をやや左側、高音部ローターの信号を右側に送ります。

•

Wood & Horn IR：木製の筐体を持つレスリーのインパルスレスポンスを使用します。

•

Proline & Horn IR：開放型の筐体を持つレスリーのインパルスレスポンスを使用します。

•

Split & Horn IR：低音部ローターの信号をやや左側、高音部ローターの信号をより右側に送るレスリーのイ
ンパルスレスポンスを使用します。

• 「Deﬂector」スイッチ： ホーンデフレクタを取り外した／取り付けたレスリーキャビネットをエミュレートします。

レスリーキャビネットの内部にはダブル・ホーン・スピーカーがあり、そのアサガオ形の部分にはデフレクタが付
いています。このデフレクタの存在がレスリーサウンドを特徴付けています。しかし、振幅モジュレーションを強
め、周波数モジュレーションを弱めるために、あえてデフレクタを取り外すこともできます。
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Rotor Cabinet エフェクトのモーターパラメータ

Rotor Cabinet エフェクトには、以下のモーター・コントロール・パラメータがあります。

モーターパラメータ
• 「Acceleration」ノブ： 回して、ローターの回転が「Max

Rate」ノブで設定した速度に達するまでの時間、お

よびローターが減速するのにかかる時間を設定します。 レスリーモーターは、キャビネット内のスピーカーホーン
の回転速度を物理的に上げ下げするためのものですが、
その加速度には限界があります。「Acceleration」ノブ
を左に回し切ると、一瞬で所定の回転速度に切り替わります。ノブを右に回すほど、加速または減速を聞き取れ
るまでにかかる時間が長くなります。デフォルトの位置（中央）では、レスリーキャビネットのように動作します。
• 「Max

Rate」ノブ： 回して、ローターの最大回転速度を設定します。

• 「Motor

Control」ポップアップメニュー： 低音部ローターと高音部ローターの速度の関係をポップアップメ

ニューで設定します。「Rotation」スイッチを使用して、「Slow」、「Brake」、または「Fast」モードを選択し
ます。
•

normal：「Rotation」スイッチの位置で指定した速度が、両方のローターで使用されます。

•

inv（inverse）：「Fast」モードの場合、低音部コンパートメントは高速で回転し、ホーンコンパートメントは
ゆっくりと回転します。「Slow」モードではその逆になります。「Brake」モードでは両方のローターが停止し
ます。

•

910：Memphis モードとも呼ばれます。バスドラムの回転速度は遅いまま、ホーンコンパートメントの速度だ
けが切り替わります。低音部のサウンドを安定させ、高音部に動きを持たせたい場合に便利です。

•

Sync：ホーンとバスドラムの加速／減速がほぼ同じになります。2 つのドラムがロックされているかのように
聞こえますが、この効果がはっきりと聞こえるのは加速または減速している間だけです。

参考：
（Cabinet）「Type」ポップアップメニューで「Single」を選択した場合、シングルキャビネットではロー
ターが低音部と高音部に分かれていないため、「Motor
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Rotor Cabinet エフェクトのマイクタイプ

Rotor Cabinet エフェクトには、レスリーキャビネットのサウンドを取り込むモデリングマイクが用意されています。
以下のパラメータを使ってマイクタイプを指定できます。Rotor Cabinet エフェクトのマイク処理コントロールも参
照してください。

Mic Position switch

Click to choose a
microphone type.

Click to choose a
microphone type.

マイクのアイコンをクリックして、
「Type」ポップアップメニューで「Real
カーとドラムスピーカー用のマイクタイプを選択します。Rotor
•

Cabinet」を選択した場合のホーンスピー
Cabinet エフェクトの概要を参照してください。

Dynamic：カージオイド型指向性を持つダイナミックマイクのサウンドがエミュレートされます。このマイクのサ
ウンドは、「Condenser」マイクと比べると、より明るくて切れがあります。

•

Condenser：スタジオ用コンデンサマイクのサウンドがエミュレートされます。コンデンサマイクのサウンドは、
きめ細かく、透明で、バランスも取れています。

•

Mid-Side Mic：2 つのマイクが近くに配置される MS（Middle and Side）構成です。1 つはカーディオイド
型指向性（または無指向性）マイクで、キャビネットに正対させます。もう 1 つは双指向性マイクで、キャビネッ
トの左右に向けて 90°
開いて配置します。カーディオイド型指向性マイクは、中央信号をステレオの片側に取り
込みます。双指向性マイクは、サイド信号をステレオのもう一方の側に取り込みます。

Rotor Cabinet エフェクトのマイク処理コントロール

Rotor Cabinet エフェクトには、以下のマイク処理パラメータがあります。

マイク処理パラメータ
• 「Mic

Position」スイッチ：仮想マイクの位置をフロントまたはリアから選択します。Rotor Cabinet エフェクト

のマイクタイプを参照してください。
• 「Type」ポップアップメニューで「Real

Cabinet」が選択されている場合：

• 「Horn」ノブ：回して、ホーン・デフレクタ・マイクのステレオ幅を指定します。
• 「Drum」ノブ：回して、ドラム・デフレクタ・マイクのステレオ幅を指定します。
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• 「Type」ポップアップメニューでその他のキャビネットが選択されている場合：
• 「Distance」ノブ： 回して、エミュレートされているスピーカーキャビネットから仮想マイクまでの距離（リス

ニングポジション）を設定します。右に回すと、暗く不鮮明なサウンドになります。
• 「Angle」ノブ： 回して、仮想マイクの角度を

0 〜 180°の間で変えることによって音の立体感を調整します。

• 「Balance」ノブ：回して、ホーンマイクとドラムマイクの信号のバランスを設定します。

Scanner Vibrato エフェクト
Scanner Vibrato は Hammond オルガンのスキャナビブラートをシミュレートします。スキャナビブラートは、い
くつかのローパスフィルタで構成される、アナログ・ディレイ・ラインによる効果です。ディレイラインの信号を、回
転スキャナの付いた多極コンデンサスイッチでスキャンします。単純な LFO ではシミュレートできない、独特の音響
効果が得られます。
ビブラートとコーラスを 3 種類の中から選べます。エフェクトのステレオバージョンには、
「Stereo

「Rate
Phase」、
Right」という 2 つの追加パラメータがあります。これらのパラメータを使って、左右のチャンネルのモジュレーショ

ン速度を別々に設定できます。

Scanner Vibrato のパラメータ
• 「Type」ノブ： 回して、3 種類のビブラート設定（V1、V2、V3）と 3 種類のコーラス設定（C1、C2、C3）の
いずれかを選択します。
• 各ビブラート設定では、ディレイライン信号のみが聞こえます。ビブラートの種類ごとに強さが異なります。
•

3 種類のコーラス設定（C1、C2、C3）では、ディレイライン信号が原音信号とミックスされます。ビブラート
信号と、ピッチが一定の原音とを混ぜ合わせると、コーラス効果が得られるのです。このオルガン式のコーラ
スサウンドは、Chorus プラグインとは異なります。

• 「C0」に設定すると、コーラスもビブラートも無効になります。
• 「Depth」ノブ： 回して、選択したコーラスの強さを設定します。 ビブラートが選択されている場合、このパラ

メータによる影響はありません。
• 「Stereo

Phase」ノブ： 回して、左右のチャンネルモジュレーション間の位相関係を設定します。 ノブを「Free」

に選択した場合は、左右のチャンネルのモジュレーション速度を別々に設定できます。
• 「Rate」の「Left」ノブ： 回して、
「Stereo

Phase」を「Free」に設定したときの左チャンネルのモジュレー
360°の間の値に設定されている場合は、左右両方のチャ
ンネルのモジュレーション速度を設定します。このモードでは「Rate」の「Right」ノブは機能しません。
ション速度を設定します。「Stereo

Phase」が 0°〜

• 「Rate」の「Right」ノブ： 回して、
「Stereo

Phase」を「Free」に設定したときの右チャンネルのモジュレー

ション速度を設定します。
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Spreader
Spreader は、元の信号の周波数範囲を周期的にシフトして、信号の認識幅を変化させることで、信号のステレオ
スペクトルを広げます。また、チャンネル間のディレイをサンプル単位で指定して、ステレオ入力信号の幅やチャン
ネル間の距離感を広げることもできます。

Spreader のパラメータ
• 「Intensity」スライダ／フィールド：ドラッグして、モジュレーションの量を設定します。
• 「Speed」ノブ／フィールド： 回して、内蔵
• 「Channel

LFO の速度を設定します。

Delay」スライダ／フィールド：ドラッグして、ディレイ時間をサンプル単位で設定します。

• 「Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、エフェクト信号と入力信号のバランスを設定します。

Tremolo エフェクト
Tremolo は、入力信号の振幅をモジュレートして周期的に音量を変化させます。年代物のギター・コンボ・アン
プによく付いているエフェクトで、誤ってビブラートと呼ばれることもあります。グラフィック波形ディスプレイには、
「Rate」を除くすべてのパラメータが表示されます。

Tremolo のパラメータ
• 「Depth」スライダ／フィールド：ドラッグして、モジュレーションの量を設定します。
• 波形ディスプレイ： 出力される波形を表示します。
• 「Rate」ノブ／フィールド： 回して、LFO の周波数を設定します。
• 「Symmetry」および「Smoothing」ノブ／フィールド： 回して、LFO の波形を変更します。

「Symmetry」を 50 ％、「Smoothing」を 0 ％に設定すると、LFO の波形は矩形波になります。この場合、
最大音量と最小音量の信号のタイミングが等しくなり、2 つの状態が突然切り換わります。
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• 「Phase」ノブ／フィールド： 回して、
ステレオ信号の各チャンネルモジュレーション間の位相関係を調節します。

または− 180°
に設定すると、チャ
0°の場合、両方のチャンネルで同時にモジュレーションの値に達します。180°
ンネルのモジュレーション位相間の距離が最大になります。
• 「O∂set」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：ドラッグして、モジュレーション（サイクル）が左また

は右にシフトする量を設定し、トレモロの変化に強弱を付けます。
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ピッチエフェクト

11

ピッチエフェクトの概要
ピッチエフェクトを使うと、オーディオ信号のピッチをトランスポーズまたは補正できます。また、サウンドをユニゾ
ンにしたり、パートに厚みを持たせたり、ハーモニーを付けたりする場合にも利用できます。
スケールを指定して、ソング全体ではなく一部のノートだけを自動的に補正することもできます。これによって、た
とえばボーカルのピッチが部分的に外れてしまった場合でも効率的に修正できます。
さらにピッチ補正エフェクトをクリエイティブに使って、ソングの中のあらゆるピッチのノートを単一のピッチ（特定
のキー）に変えるといったこともできます。

Pitch Correction エフェクト
Pitch Correction エフェクトの概要

Pitch Correction エフェクトを使うと、入力されるオーディオ信号のピッチを補正できます。たとえば、ボーカ
ルトラックではイントネーションが不自然になってしまうことが頻繁に発生します。適度な補正であれば、Pitch

Correction によるアーチファクトは最小限になり、ほとんど聞こえることはありません。
ピッチ補正機能では、オーディオの再生速度を速めたり遅くしたりすることで、入力信号（歌のボーカル）が正しい
ノートピッチに合わせられます。大きめのインターバルを補正すると、特殊な効果を生み出すことができます。ブレ
スノイズなどのアーティキュレーションは、本来の演奏のまま保たれます。
任意のスケールを基準ピッチ（専門用語ではピッチ・クオンタイズ・グリッドと呼ばれます）として指定できます。不
自然なイントネーションのノートは、このスケールに合わせて補正されます。

Pitch Correction エフェクトは完全にオートメーション化することができます。つまり、「Scale」および「Root」
のパラメータをプロジェクトのハーモニーに合わせるようなオートメーション化が可能です。元のイントネーションの
正確さによっては、
「Scale」パラメータで適切なキーを設定するだけで十分な場合もあります。イントネーションの
正確さが低いほど、「Scale」と「Root」のパラメータを大幅に変更する必要があります。
参考：合唱などのポリフォニックな録音データや、ノイズが目立つパーカッシブな信号の場合、特定のピッチに補正
することはできません。ただし、タムやコンガのような一部のドラムサウンドでは、このプラグインを適用することに
よって面白い結果が得られることがあります。

181

Pitch Correction エフェクトのパラメータ

Pitch Correction のパラメータ
• 「Use Global Tuning」ボタン：オンにすると、
ピッチ補正処理にプロジェクトのチューニング設定が使用されま
す。オフにすると、
「Ref. Pitch」の設定が参照チューニングとして使用されます。184 ページの Pitch Correction
エフェクトの参照チューニングを使うを参照してください。
• 「normal」／「low」ボタン：クリックして、補正が必要なノートを探すピッチ範囲を設定します。183 ページ

の Pitch

Correction エフェクトのクオンタイズグリッドを参照してください。

• 「Ref. Pitch」フィールド：ドラッグして、参照チューニングをルートからのセント単位で設定します。
• 「Root」ポップアップメニュー：スケールのルートノートを選択します。
• 「Scale」ポップアップメニュー：ピッチ・クオンタイズ・グリッドを選択します。
• キーボード：キーをクリックすると、ピッチ・クオンタイズ・グリッドからそのノートを除外できます。 スケールか

らキーを完全に削除することで、それ以外で最も近いピッチ（キー）にノート補正が行われます。183 ページの
ピッチ補正対象からノートを除外するを参照してください。
• 「Byp」
（Bypass）ボタン： 対応するノートを補正対象から外すために使用します。 つまり、このピッチにマッチ

するノートがすべて補正されるわけではありません。これはユーザと内蔵のスケール・クオンタイズ・グリッドの
両方に適用されます。
• 「bypass

all」ボタン： 補正信号とオリジナル信号をすばやく比較したいときや、オートメーションの変化を試聴

したいときにクリックします。
• 「show

input」／「show output」ボタン：クリックすると、入力信号／出力信号のピッチがキーボードの

ノートの上に表示されます。
• 「Correction

Amount」ディスプレイ：ピッチの変化の度合いが表示されます。長時間における補正度合いの

平均が赤いマーカーで示されます。 録音時にボーカルのイントネーションについてシンガーと検討（およびイン
トネーションを最適化）するときに、このディスプレイを利用できます。
• 「Response」スライダ／フィールド：ドラッグして、ボイスが補正後の目標ピッチに到達するまでの時間を設定

します。
歌には、ポルタメントなどのグライドテクニックが用いられています。「Response」に非常に高速の値を選択す
ると、継ぎ目のない滑らかなポルタメントが半音刻みのグリッサンドに変わりますが、イントネーションは完璧に
なります。一方、
「Response」の値が低すぎると、出力信号のピッチが十分な速度で変化しなくなります。この
パラメータの最適な値は、元の演奏の歌唱スタイル、テンポ、ビブラート、および正確さにより異なります。
• 「Detune」スライダ／フィールド：ドラッグして、出力信号をデチューンする度合いを設定します。
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Pitch Correction エフェクトのクオンタイズグリッド

Pitch Correction エフェクトの「normal」／「low」ボタンを使うと、補正が必要なノートを探すピッチレンジを
指定できます。「normal」がデフォルトレンジで、ほとんどのオーディオ素材でうまく機能します。「low」は、非常
に低い周波数（100Hz 未満）が含まれ、ピッチ補正が正しく機能しなくなるようなオーディオ素材についてのみ使
用してください。このパラメータは、目的とするピッチレンジ内のトラッキングを最適化することを目的としているも
ので、サウンドには影響しません。
「Scale」ポップアップメニューからさまざまなピッチ・クオンタイズ・グリッドを選択できます。デフォルトの設定は
「chromatic」（クロマチック）スケールです。
「user scale」（ユーザスケール）を選択すると、
プラグインウインドウに表示されているキーボードでスケールを手
動で設定できます。各スケールで使用される音程が分からない場合は、
「Scale」ポップアップメニューからスケール
を選択すると、画面上のキーボードで該当するキーを確認できます。選択したスケール上の任意のノートを、対応す
るキーボードのキーをクリックすることにより変更できます。こうして行われた調整は、既存のユーザスケール設定
に上書きされます。

1 つのプロジェクトには 1 つのユーザスケールしかありません。ただし、複数のユーザスケールを作成して、それ
Correction プラグインの設定ファイルとして保存することもできます。

らを Pitch

ヒント：「drone」（ドローン）スケールでは
グル）スケールでは

5 度音程がクオンタイズグリッドとして使用されます。「single」（シン
1 つのノートが指定されます。これらのスケールはいずれも、リアルな歌声を作るのには向い

ていませんが、面白い効果が得られるのでぜひ試してみてください。
「Root」ポップアップメニューではスケールのルートノートを選択します。メジャースケール、マイナースケール、お
よびコードにちなんだスケールを自由にトランスポーズできます。
参考：
「Scale」ポップアップメニューで「user

scale」または「chromatic」を選択した場合は、「Root」ポップ

アップメニューの項目は選択できなくなります。

ピッチ補正対象からノートを除外する
Pitch Correction エフェクトの画面上のキーボードを使って、ピッチ・クオンタイズ・グリッドからノートを除外する
ことができます。
このエフェクトを最初に開くと、クロマチックスケールのノートがすべて選択された状態になっています。つまり、入
力されるノートはすべて、クロマチックスケール内の最も近いノートに補正されます。ボーカルのイントネーションが
不適切だと、ノートが正確に識別されず、望まないピッチに補正される可能性があります。たとえば、E の音を歌っ

D# の音に近かった場合を考えてみましょう。ソングに D# の音を入れたくない場合には、キー
ボードの D# のキーを無効にします。元の音のピッチは D よりも E に近いので、その音は E に補正されます。
たつもりでも実際は

参考：Pitch

Correction エフェクトの画面上のキーボードで行う設定は、すべてのオクターブ範囲に適用されます。

オクターブごとに設定を変えることはできません。
スケール内の個々のノートをバイパスする

m

ノートを補正対象から除外するには、緑のキー（黒鍵）の上と青のキー（白鍵）の下にある小さい「byp」（バイ
パス）ボタンをクリックします。
この機能は特に、ブルーノートを補正するときに便利です。ブルーノートはピッチ間をスライドするので、キーのメ
ジャーとマイナーのステータスを識別するのが困難です。ご存知のように、C マイナーと C メジャーの主な違いは、

E と B の音の代わりに Eb（E フラット）と Bb（B フラット）の音が使われる点です。ブルースシンガーはこれらの
ノートの間でピッチを揺らすことで、スケール間の不安定さや緊張感を出します。「バイパス」ボタンを使うと、特定
のキーを補正対象から除外して、元のまま残すことができます。
ヒント：多くの場合、コードに最も関係の深いノートだけを補正すると、最も良い結果が得られます。たとえば、
「Scale」ポップアップメニューから「sus4」を選択し、プロジェクトキーとマッチするようルートノートを設定する
と、補正対象がキースケールのルートノートと第

4 音、第 5 音に限定されます。ほかのすべてのノートで「byp」

ボタンをオンにすると、最も重要で注意を要するノートだけが補正され、ソングのそれ以外の音は元のまま残ります。
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すべてのピッチ補正をバイパスする
オーディオ素材によっては、ピッチ補正機能では十分な効果が得られないことがあります。

m

「bypass

all」ボタンをクリックすると、入力信号をまったく処理および補正せずに通すことができます。

この機能は、オートメーションを用いてピッチのスポット補正を行う場合、大変便利です。「bypass

all」を使えば、

どのような状況でもすばやく簡単に操作を切り替えることができます。

Pitch Correction エフェクトの参照チューニングを使う

「Use

Global Tuning」ボタンをオンにすると、ピッチ補正処理にホストアプリケーションのチューニング設定が使

用されます。これにより、ピッチ補正の対象となるボーカルパートとすべてのソフトウェア音源の間でピッチをそろえ
ることができます。
「Use

Global Tuning」をオフにした場合は、「Ref. Pitch」フィールドで、ルートキー（ルートノート）に対する

参照チューニングを設定できます。
「Ref. Pitch」が効果的なのは、たとえば、ボーカルラインのイントネーションがソング全体でややシャープまたは
フラット寄りになっている場合です。その一定のピッチのずれ幅を「Ref. Pitch」でセント単位で指定することによっ
て、ピッチ検出処理への入力時点で問題に対処できます。これにより、ピッチ補正がより正確に行われるようになり
ます。
参考：同じ合唱の中でそれぞれの声のノートを個別に補正する際には、ソフトウェア音源チューニングとは異なる
チューニングを使用すると効果的な場合があります。すべての声を個別に補正した結果、完全に同じピッチになる
と、合唱の効果が一部失われてしまいます。これを防ぐには、ピッチ補正を個別にチューニング（デチューニング）
してください。
ホストアプリケーションの参照チューニングを設定する
以下のいずれかの操作を行います：

m

「Logic Pro」の場合：すべてのソフトウェア音源用の参照チューニングを設定するには、「ファイル」＞「プロジェ
クト設定」＞「チューニング」と選択します。

m

「MainStage」の場合：すべてのソフトウェア音源用の参照チューニングを設定するには、「MainStage」＞「環
境設定」＞「チューニング」と選択してから、「一般」タブを開きます。

Pitch Shifter
Pitch Shifter の概要

Pitch Shifter を使うと、ピッチをシフトした信号とオリジナルの信号を簡単に組み合わせることができます。ピッチ
シフトを使うに従うと、最適な結果が得られます。

• 「Semi Tones」スライダ／フィールド：ドラッグして、ピッチシフトの値を半音単位で設定します。
• 「Cents」スライダ／フィールド：ドラッグして、ピッチシフトの値のデチューンをセント単位（半音の

1/100）で

設定します。
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• 「Drums」／「Speech」／「Vocals」ボタン： 一般的なオーディオ素材向けに用意された

3 種類のアルゴリ

ズムのいずれかを選択します。 以下の選択肢があります：
•

Drums：元の信号のグルーブ感（リズム感）が保たれます。

•

Speech：信号のリズムと響きのバランスを調整します。話し声やラップミュージックなど、複雑な信号に向い
ています。また、リズムギターのような「混成」信号にも適しています。

•

Vocals：イントネーションが変更されずに残るので、ストリングパッドなど、和声的または旋律的な音楽に向
いています。

• 「Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、エフェクト信号と元の信号のバランスを設定します。
• 「Timing」ポップアップメニュー（拡張パラメータ領域）
：タイミングの生成方法を選択します：
•

Preset：選択したアルゴリズムに従います。

•

auto：入力オーディオが解析されます。

•

manual：「Delay」、「Crossfade」、「Stereo Link」の各パラメータの設定が使用されます。

参考：以下

3 つのパラメータは、「Timing」ポップアップメニューで「manual」を選択した場合にのみ有効です。

• 「Delay」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：ドラッグして、入力信号に加えるディレイの量を設定し

ます。入力信号の周波数が低ければ、その分ディレイの値を高く（ディレイタイムを長く）設定することで、信号
を効果的にピッチシフトできます。
• 「Crossfade」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：ドラッグして、入力信号の解析範囲を設定します。

元の信号に対するパーセンテージで指定します。
• 「Stereo

Link」ボタン（拡張パラメータ領域）：「Inv.」をクリックすると、ステレオチャンネルの信号が反転し

て、右チャンネルの信号が左、左チャンネルの信号が右から出るようになります。「Normal」をクリックすると、
信号は変更されません。

Pitch Shifter を使う

Pitch Shifter は、決まった手順で操作すると最も効果を発揮します。
ピッチシフトを使う

1

トランスポーズ（ピッチシフト）の度合いを設定するには、「Semi Tones」スライダをドラッグします。

2

デチューンの量を設定するには、「Cents」スライダをドラッグします。

3

処理する素材に最適なアルゴリズムを選択するには、
「Drums」、
「Speech」、または「Vocals」ボタンをクリック
します。
これらの分類にあてはまらない素材を処理する場合は、各アルゴリズムを順番に（「Speech」から）試してその結
果を比較し、最適なアルゴリズムを選択してください。
ヒント：異なる設定を試聴および比較する際は、
「Mix」パラメータを一時的に

100 ％に設定すると、Pitch Shifter

の効果が聞き取りやすくなります。

Vocal Transformer
Vocal Transformer の概要

Vocal Transformer を使えば、ボーカルラインのピッチをトランスポーズしたり、旋律の音程を広げたり狭めたり
できます。音程を単一音まで狭め、さらに高低を逆にすることもできます。メロディのピッチをどのように変えても、
信号の構成要素（フォルマント）は変わりません。
フォルマントだけをシフトすることができるので、
ピッチは変えずにボーカルトラックをミッキーマウスのような声に変
えたりすることができます。フォルマントとは、所定の周波数範囲だけ音量が特性的に強調されている部分のことで
す。これは固定的なもので、ピッチと共に変化することはありません。フォルマントは、その人固有の声質を決める
音響要素です。
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Vocal Transformer は、強烈な音声変調効果を生み出すのに最適です。モノフォニック信号（モノフォニック音源
トラックを含む）について使用すると最高の結果が得られます。ポリフォニックなボイス（合唱を 1 トラックに収め
た場合など）など、コードを伴うトラックには使用できません。

Vocal Transformer のパラメータ

Vocal Transformer には以下のパラメータがあります。

Vocal Transformer のパラメータ
• 「Pitch」ノブ／フィールド： 回して、入力信号に適用するトランスポーズの度合いを設定します。Vocal
Transformer の「Pitch」と「Formant」パラメータを使うを参照してください。
• 「Robotize」ボタン： Robotize モードのオン／オフを切り替えます。このモードにすると、旋律の音程を広げ

たり、狭めたり、逆にしたりできます。Vocal Transformer の
• 「Pitch

Robotize モードを使うを参照してください。

Base」スライダ／フィールド：Robotize モードでのみ使用可能です。 ドラッグして、「Tracking」パラ

メータの基準となるノートをトランスポーズします。
• 「Tracking」スライダ／フィールド／ボタン：Robotize モードでのみ使用可能です。 ドラッグして、旋律の変

更方法を設定します。
• 「Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、元の信号（ドライ信号）とエフェクト信号のレベル比を設定します。
• 「Formant」
ノブ／フィールド： 回して、入力信号のフォルマントをシフトします。Vocal Transformer の「Pitch」

と「Formant」パラメータを使うを参照してください。
• 「Glide」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：ドラッグして、ボーカルのピッチの移行に要する時間を

設定します。これにより、「Pitch」で設定した値までピッチがスライドするようになります。
• 「Grain

Size」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）：Vocal Transformer エフェクトのアルゴリズムは
Size」パラメータでグレインのサイズを設定することで、精密な処理
が可能になります。いろいろ試して、最適な設定を探してください。まず、
「Auto」を試してみるとよいでしょう。

グラニュラ合成に基づいています。「Grain

• 「Formants」ポップアップメニュー（拡張パラメータ領域）
：Vocal Transformer でのフォルマントの処理方法

を選択します。
•
•

Process always：すべてのフォルマントが処理されます。
Keep Unvoiced Formants：声のフォルマントだけが処理されます。ボーカルパートに含まれる歯擦音
はそのまま残されるので、信号によってはこの設定の方がトランスフォーメーションエフェクトがより自然にかか
ります。

• 「Detune」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：ドラッグして、入力信号をデチューンする度合いを設

定します。このパラメータは、自動化すると特に便利です。
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Vocal Transformer を使う

演奏のピッチのみ、またはピッチとフォルマントを変えることができます。Robotize モードを使うと、旋律の音程を
広げたり狭めたりできます。

m

Vocal Transformer の「Pitch」と「Formant」パラメータを使う
信号のピッチを上下にトランスポーズするには：
「Pitch」ノブを回します。調整は半音刻みで行われます。入力ピッ
チは「Pitch Base」フィールド下の縦線で示されます。
5 度上（Pitch ＝＋ 7）、4 度下（Pitch ＝− 5）、または 1 オクターブ上下（Pitch ＝ ±12）のトランスポーズ
が、和声的には最も有用です。

「Pitch」パラメータを変更しても、フォルマントは変わりません。
「Pitch」パラメータは音声の特性ではなくピッチを変更するために使用されます。女声のソプラノについて負のピッ
チ値を設定すれば、そのシンガーの声の特性を変えずにアルトにすることができます。

m

ピッチを変えないか個別に変えるようにしてフォルマントをシフトするには：「Formant」ノブを回します。このパ
ラメータに正の値を設定すると、ミッキーマウスのような歌声になります。このパラメータの値を小さくすると、「ス
ター・ウォーズ」のダースベイダーを思わせるサウンドエフェクトを実現できます。
ヒント：「Pitch」を 0、「Mix」を 50 ％、「Formant」を＋ 1（「Robotize」はオフ）にすると、元の歌い手の
横に少し小さな歌い手が並んでいる状態を作り出すことができます。2 人の歌い手はほぼ同じ声で合唱します。声
のダブリングは非常に効果的で、「Mix」パラメータで簡単にレベルを調整することができます。

1

Vocal Transformer の Robotize モードを使う
「Robotize」ボタンをクリックして Robotize モードを有効にします。このモードでは、旋律を広げたり狭めたりす
ることができます。

「Tracking」パラメータを使うと、元の音からの離れ具合を調整できます。

2

以下のボタンのいずれかをクリックします。これにより、特徴的な効果が出る値に「Tracking」スライダをすばやく
設定できます：
• 「− 1」ボタン：スライダを
• 「0」ボタン：スライダを

-100% に設定します。すべての音程が逆になります。

0% に設定します。ボーカルトラックのすべての音が同じピッチで歌われるという面白い

結果が得られます。この値を小さくすると、歌われている旋律が話し声のようになります。
• 「1」ボタン：スライダを

100% に設定します。旋律の範囲が維持されます。値が大きくなると旋律が広がり、値

が小さくなると旋律が狭まります。
• 「2」ボタン：スライダを

「Pitch

200% に設定します。音程が倍になります。

Base」パラメータは、「Tracking」パラメータが基準とするノートのトランスポーズに使います。たとえば

「Tracking」を 0 ％にすると、選択した基準ピッチの値にノート（声）のピッチがトランスポーズされます。
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リバーブエフェクト

12

リバーブエフェクトの概要
リバーブエフェクトを使うと、部屋、コンサートホール、洞窟、広場などの音響環境の音をシミュレートすることがで
きます。
音波はあらゆる空間内の壁や天井、窓などの面や物体に当たって反射を繰り返しながら減衰していき、やがて聞
こえなくなります。反射による音声波形は反射パターン、より一般的な名前で言えば残響（またはリバーブ）
になります。
残響信号の開始部分は、リバーブテイルが拡散し増大していく前にはっきりと聞き分けることができる、いくつかの
不連続な反射音から構成されています。この初期反射音は、人間の耳が部屋の大きさや形状といった空間の特徴を
聞き分けるために不可欠です。

Amplitude

Time

Signal

Discrete
reflections

Diffuse reverb tail

Reflection pattern/reverberation

プレート、デジタル・リバーブ・エフェクト、およびコンボリューションリバーブ
音楽制作にリバーブが使われ始めた頃は、実際に硬い壁面を持つ専用の部屋（エコールームと呼びます）が使用
されていました。信号にエコーをかけるための部屋です。楽器やマイクの出力信号にリバーブをかけるには、金属
プレートやスプリングなどの機械的な装置も使用されていました。
デジタル録音では、波長や強度の異なる多数のディレイで構成されたデジタル・リバーブ・エフェクトが導入されま
した。原音信号と初期反射音との時間差は、一般にプリディレイと呼ばれるパラメータによって調節します。特定の
時間あたりの平均反響数は、密度パラメータで指定します。密度の規則性または不規則性は、拡散パラメータで制
御します。
今日のコンピュータでは、コンボリューションリバーブを使用した、実際の空間の反響特性のサンプリングも可能に
なりました。この空間特性のサンプリングデータは、「インパルスレスポンス」と呼ばれています。

IR データを用いて音声信号の畳み込み（結合）を行います。
196 ページの Space Designer の概要を参照してください。

コンボリューションリバーブでは、空間の反響特性の
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EnVerb
EnVerb の概要

EnVerb は、独自の機能を持つ、汎用性の高いリバーブエフェクトです。このエフェクトでは、拡散したリバーブテ
イルのエンベロープ（形状）を調整できます。
Time parameters

Sound parameters

Mix

EnVerb のインターフェイスは 3 つの領域に分けられます：
• タイムパラメータ：このパラメータでは、原音信号のディレイタイムとリバーブテイルを指定し、時間の経過に合

わせてリバーブテイルを変化させることができます。グラフィックディスプレイは、時間の経過に伴うリバーブのレ
ベル（エンベロープ）を視覚的に表します。189 ページの EnVerb のタイムパラメータを参照してください。
• サウンドパラメータ：リバーブ信号のサウンドの形状を指定できます。また、
「Crossover」パラメータを使えば、

入力信号を 2 つの帯域に分割することができ、低周波数帯域のレベルを独立して設定できます。190 ページの

EnVerb のサウンドパラメータを参照してください。
• 「Mix」スライダ：ドラッグして、エフェクト（ウェット）信号と直接（ドライ）信号のバランスを設定します。

EnVerb のタイムパラメータ

EnVerb には以下のタイムパラメータがあります。

EnVerb のタイムパラメータ
• 「Dry Signal Delay」スライダ／フィールド：ドラッグして、原音信号のディレイを設定します。 ドライ信号は、
ミックスパラメータを 100％以外の値にしたときに聞き取ることができます。
• グラフィックディスプレイ： 下にあるノブを調節するときに、リバーブの形状の変化を確認できます。
• 「Predelay」ノブ／フィールド： 回して、原音信号とリバーブのアタックフェーズ開始位置（初期反射音の開始

位置）との時間間隔を設定します。
• 「Attack」ノブ／フィールド： 回して、リバーブがピークレベルに達するまでの時間を設定します。

第 12 章

リバーブエフェクト

189

• 「Decay」ノブ／フィールド： 回して、リバーブがピークレベルからサスティンレベルに下がるまでの時間を設定

します。
• 「Sustain」ノブ／フィールド： 回して、サスティンフェーズで維持されるリバーブのレベルを設定します。 値は、

リバーブ信号の最大音量に対する割合（パーセント）で示されます。
• 「Hold」ノブ／フィールド： 回して、リバーブのサスティンフェーズの継続時間を設定します。
• 「Release」ノブ／フィールド： 回して、リバーブがサスティンフェーズの終了時から完全に消えるまでの時間を

設定します。

EnVerb のサウンドパラメータ

EnVerb には、以下のサウンドパラメータがあります。これらを使って、リバーブエフェクトの音色を変えることがで
きます。

EnVerb のサウンドパラメータ
• 「Density」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブの密度を設定します。
• 「Spread」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブのステレオイメージの幅を制御します。

0 ％では、モ

ノラルのリバーブが生成されます。200 ％では、ステレオベースが人工的に拡張されます。
• 「High

Cut」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブテイルからフィルタ除去する高周波のしきい値を設

定します。この値よりも高い周波数が除去されます。
• 「Crossover」スライダ／フィールド：ドラッグして、入力信号を

2 つの周波数帯域に分ける境界となる周波数

を設定します。これらの周波数帯域は別々に処理されます。
• 「Low

Freq Level」スライダ／フィールド：ドラッグして、クロスオーバー周波数よりも低い（リバーブ信号の）

周波数の相対的なレベルを設定します。 多くの場合、このパラメータを負の値にすると、良い結果が得られます。
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PlatinumVerb
PlatinumVerb の概要

PlatinumVerb では、初期反射音と拡散したリバーブテイルの両方を独立して編集できるため、実際の部屋の正確
2 つの帯域に分割され、それぞれの帯域が個別

なエミュレーションをより簡単に行うことができます。入力信号が
に処理されます。編集も個別にできます。
Early Reflections
parameters

Balance
ER/Reverb slider

Output
parameters

Reverb parameters

PlatinumVerb のインターフェイスは 4 つの領域に分けられます：
• 初期反射パラメータ：原音信号について、実際の部屋の壁、天井、床で反射されたときの初期反射音をエミュ

レートします。192 ページの PlatinumVerb の初期反射パラメータを参照してください。
• リバーブパラメータ：拡散残響を制御します。193 ページの PlatinumVerb のリバーブパラメータを参照してく

ださい。
• 出力パラメータ：エフェクトがかかった（ウェット）信号と直接の（ドライ）信号のバランスを設定します。194 ペー

ジの PlatinumVerb の出力パラメータを参照してください。
• 「Balance

ER/Reverb」スライダ：ドラッグして、初期反射音とリバーブ信号のバランスを制御します。 スライ

ダがどちらかの極値にある場合、他方の信号は聞こえません。
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PlatinumVerb の初期反射パラメータ

PlatinumVerb には、以下の初期反射パラメータがあります。

PlatinumVerb の初期反射パラメータ
• 「Predelay」スライダ／フィールド：ドラッグして、原音信号の開始から初期反射音が到着するまでの時間間隔
を設定します。
• 短すぎる設定：音色が変わり、信号源の位置が特定しにくくなります。
• 長すぎる設定：不自然なエコーに聞こえ、原音信号と初期反射音とが完全に離れて間が生じることもあります。
• 最適な設定：入力信号の種類（より正確にはエンベロープ）によって異なります。パーカッシブな信号であれ

ば、通常は「Predelay」の長さを信号よりも短くし、アタックが徐々にフェードインするように設定する必要が
あります。最も良い設定方法は、
「Predelay」をできるだけ長くしてみて、音響エコーなどの副作用が生じ始
める地点を調べます。この状態に達したら「Predelay」の設定を若干短くします。
• 「Room

Shape」スライダ／フィールド：ドラッグして、部屋の幾何学的な形状を設定します。 3 〜 7 の数値

は、部屋の角の数を表します。
• 「Room

Size」スライダ／フィールド：ドラッグして、部屋の大きさを設定します。 数値は部屋の壁の長さ（2

つの角の間の距離）を表します。
• グラフィックディスプレイ：「Room

Size」パラメータと「Room Shape」パラメータを調節するときに、部屋の

変化を確認できます。
• 「Stereo

Base」スライダ／フィールド：ドラッグして、シミュレートする部屋で信号をキャプチャするために使用

する 2 つの仮想マイクの間の距離を設定します。
参考：一般に、マイク間の距離を人の両耳の間の距離よりもやや長くすると、最もリアルで良い結果が得られま
す。このパラメータは、エフェクトのステレオインスタンスのみで使用可能になります。
• 「ER

Scale」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）：ドラッグして、時間軸に沿って初期反射を収縮／拡
張させます。この設定は、「Room Shape」、「Room Size」、および「Stereo Base」パラメータに同時に影

響します。
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PlatinumVerb のリバーブパラメータ

PlatinumVerb には、以下のリバーブパラメータがあります。

PlatinumVerb のリバーブパラメータ
• 「Initial Delay」スライダ／フィールド：ドラッグして、原音信号と拡散したリバーブテイルとの時間間隔を設定
します。
• 「Spread」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブのステレオイメージの幅を制御します。

0 ％では、モ

ノラルのリバーブが生成されます。200 ％では、ステレオベースが人工的に拡張されます。
• 「Crossover」スライダ／フィールド：ドラッグして、入力信号を

2 つの周波数帯域に分ける境界となる周波数

を設定します。これらの周波数帯域は別々に処理されます。
• 「Low

Ratio」スライダ／フィールド：ドラッグして、低周波数帯域と高周波数帯域の相対的なリバーブ時間を設

定します。 これはパーセンテージで表されます。100 ％の場合、2 つの帯域のリバーブ時間は同一になります。

100 ％よりも低い値の場合、クロスオーバー周波数よりも低い周波数のリバーブ時間が短くなります。100 ％を
超える値の場合、低周波のリバーブ時間が長くなります。
• 「Low

Freq Level」スライダ／フィールド：ドラッグして、低周波数のリバーブ信号のレベルを設定します。 0 dB
の場合は、高低 2 つの帯域の音量が同じになります。大部分のミックスでは、低周波数のリバーブ信号のレベル

を低めにする必要があります。これにより、入力信号のレベルをブーストして、パンチの効いた音にすることがで
きます。また、低音をマスクする現象を相殺するためにも使用できます。
• 「High

Cut」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブ信号からフィルタ除去する高周波のしきい値を設定

します。この値よりも高い周波数が除去されます。 でこぼこした面や吸収性の面（壁紙、ウッドパネル、カーペッ
トなど）は、高い周波数よりも低い周波数を反射する傾向があります。「High
現します。「High

Cut」フィルタは、この効果を再
Cut」フィルタを最大値まで緩めて通過帯域を広く設定すると、石材やガラスで反響したような

リバーブになります。
• 「Density」スライダ／フィールド：ドラッグして、拡散したリバーブテイルの密度を設定します。 通常、信号は

できるだけ高い密度に設定されます。ただし、
「Density」の値を高く設定すると、まれにサウンドに影響が出る
場合があります。この場合、
「Density」スライダの値を下げれば解決できます。逆に、
「Density」の値を低く
しすぎると、リバーブテイルが荒々しく聞こえます。
• 「Di∂usion」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブテイルの拡散を設定します。「Di∂usion」の値を

高くすると密度が均一化され、拡散したリバーブ信号全体でレベル、時間およびパノラマ位置がほとんど変動し
なくなります。「Di∂usion」の値を低くすると、反響の密度が、不均一に、粗くなります。これはステレオスペ
クトラムにも影響します。「Density」と同様、信号に最適なバランスを見つけてください。
• 「Reverb Time」スライダ／フィールド：ドラッグして、高周波数帯域のリバーブ時間を設定します。 一般的な

部屋では、リバーブ時間は

1 〜 3 秒と短めになります。リバーブ時間は、カーペットやカーテンなどの吸収性の

面や、ソファ、肘掛け椅子、戸棚、机などの音を通さない家具によって減少します。広くて障害物がないホール
や教会でのリバーブ時間は
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PlatinumVerb の出力パラメータ

PlatinumVerb には、以下の出力パラメータがあります。

PlatinumVerb の出力パラメータ
• 「Dry」スライダ／フィールド：ドラッグして、原音信号の量を制御します。
• 「Wet」スライダ／フィールド：ドラッグして、エフェクト信号の量を制御します。

SilverVerb
SilverVerb には、リバーブ信号をモジュレートできる LFO（低周波数オシレータ）があります。また、ハイカット
フィルタおよびローカットフィルタが含まれており、リバーブ信号から特定の周波数をフィルタリングすることができ
ます。リバーブ信号の高周波トランジェントは、耳障りなだけでなく、声を聞き取りにくくしたり、原音信号の倍音
を消してしまうことがあります。低音の強い、長いリバーブテイルは、一般に不鮮明な印象を与えます。

SilverVerb のパラメータ
• 「Predelay」スライダ／フィールド：ドラッグして、原音信号とリバーブ信号との時間間隔を設定します。
• 「Reﬂectivity」スライダ／フィールド：ドラッグして、仮想の壁、天井、および床の反響特性を設定します。
• 「Room

Size」スライダ／フィールド：ドラッグして、シミュレートする部屋の大きさを設定します。

• 「Density/Time」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブの密度と継続時間を設定します。
• 「Low

Cut」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブ信号からフィルタ除去する低周波のしきい値を設定

します。この値よりも低い周波数が除去されます。 このフィルタは、リバーブ信号のトーンのみに影響し、元の
信号には影響しません。
• 「High

Cut」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブ信号からフィルタ除去する高周波のしきい値を設定

します。この値よりも高い周波数が除去されます。 このフィルタは、リバーブ信号のトーンのみに影響し、元の
信号には影響しません。
• 「Mod
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• 「Mod

Phase」（Modulation Phase）ノブ／フィールド：ドラッグして、リバーブ信号の左右のチャンネルの

モジュレーションの位相を設定します。
•

0°では、左右のチャンネルが同時にモジュレーションの最大または最小値になります。

•

180°では、左右のチャンネルが同時にそれぞれ逆の極値（左チャンネルが最小、右チャンネルが最大、また
はこの逆）になります。

• 「Mod. Intensity」
（Modulation

設定します。 値が

Intensity）スライダ／フィールド：ドラッグして、モジュレーションの量を
0 の場合は、ディレイのモジュレーションがオフになります。

• 「Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、エフェクト（ウェット）信号と原音（ドライ）信号のバランスを設定

します。
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Designer コンボリューションリバーブ

13

Space Designer の概要
Space Designer はコンボリューション（畳み込み演算）リバーブエフェクトです。これを使うと、現実世界を限り
なくリアルに再現した音響環境にオーディオ信号を配置することができます。Space Designer は、オーディオ信号
をインパルス・レスポンス・リバーブ・サンプルにコンボリューションする（畳み込む）方法によってリバーブを生成
します。インパルスレスポンスとは、部屋のリバーブ特性を記録したデータのことです。より正確には、特定の部屋
で発した音の最初の信号（スパイク）に続いて生じた反響音をすべて記録したデータです。実際のインパルス・レ
スポンス・ファイルは、標準的なオーディオファイルです。
これがどのように機能するかを理解するために、ボーカルトラックに

Space Designer を使う場合について考えて
Designer に読み込みま

みましょう。実際のオペラハウスで録音したインパルス・レスポンス・ファイルを Space

す。このインパルス・レスポンス・ファイルはボーカルトラックにコンボリューションされ、オペラハウスの中で歌っ
ているときと同じ残響が生まれます。
コンボリューション方式ならば、どのような空間でもオーディオ信号をシミュレートできます。スピーカーキャビネット
の中や、プラスチックの玩具、段ボール箱の内部などの空間も、その残響を録音したインパルス・レスポンス・ファ
イルがあれば再現できます。必要なのは、その空間で録音したインパルスレスポンスだけです。
また、インパルスレスポンスを読み込むだけでなく、Space

Designer にはインパルスレスポンス合成機能も組み

込まれています。これにより、合成インパルスレスポンスを使って実際の空間では得られないユニークな効果を生み
出すことができます。

Space Designer では、エンベロープ、フィルタ、EQ、ステレオ・バランス・コントロールなどの機能を利用し、
残響の強弱や音色、長短を緻密に制御することもできます。

Space Designer は、モノ、ステレオ、トゥルーステレオ（各チャンネルが個別に処理されるステレオ）のいずれ
の信号でも処理できます。
自動化と Space Designer

Space Designer は、ほかの多くのプラグインとは異なり、完全に自動化することはできません。というのも、Space
Designer では、オーディオを再生する前にインパルスレスポンスを再読み込みする（およびコンボリューションを
再計算する）必要があるためです。
ただし、適切なホストアプリケーションで、以下の

Space Designer パラメータの動きを記録、編集、および再生

することは可能です：
• ステレオのクロスフィード
• 直接出力
• リバーブ出力
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Space Designer のインターフェイス
Space Designer のインターフェイスは、次のセクションで構成されています：
Impulse
response
parameters

Envelope and
EQ parameters

Main display

Button bar

Global
parameters

Global
parameters

Filter parameters

Parameter bar

• インパルス・レスポンス・パラメータ：これらを使用して、録音または合成のインパルス・レスポンス・ファイル

の読み込みや保存、操作を行います。選択したインパルス・レスポンス・ファイルによって、オーディオ信号との
コンボリューションに何が使用されるかが決まります。198 ページのインパルスレスポンスを使うを参照してくだ
さい。
• エンベロープおよび

EQ パラメータ：メインディスプレイとパラメータバーをエンベロープビューと EQ ビューとで

切り替えるには、ボタンバーのビューボタンをクリックします。表示されたパラメータは、メインディスプレイのグ
ラフィックスまたはパラメータバーの数値のどちらを使っても調整できます。201 ページの Space

Designer の

エンベロープと EQ の概要を参照してください。
• フィルタパラメータ：Space

Designer のリバーブの音色を変化させるために使います。複数のフィルタモードか

ら選択でき、レゾナンスを調整したり、フィルタエンベロープを時間の経過に従って動的に調整したりできます。

206 ページの Space Designer のフィルタパラメータを参照してください。
• グローバルパラメータ：インパルスレスポンスを読み込んだ後は、
これらのパラメータを使って、Space

Designer

による信号全体およびインパルスレスポンスの処理方法を指定します。入力および出力パラメータ、ディレイおよ
び音量補正、プリディレイなどがあります。208 ページの Space

Designer のグローバルパラメータの概要を

参照してください。
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インパルスレスポンスを使う
Space Designer では、録音したインパルス・レスポンス・ファイルまたは合成インパルスレスポンスを使用できま
す。エンベロープおよびメインディスプレイの左側の円形の領域には、インパルス・レスポンス・パラメータが格納
されています。これらを使うと、インパルス・レスポンス・モード（IR

Sample モードまたは Synthesized IR モー

ド）の指定、インパルスレスポンスの読み込みまたは作成、サンプルレートと長さの設定ができます。

インパルス・レスポンス・パラメータ
• 「IR

Sample」ボタンおよびポップアップメニュー：「IR Sample」ボタンをクリックすると、IR Sample モード
Sample モードでは、インパルス・レスポンス・サンプルを基に、残響効果が生成されま
す。「IR Sample」ボタンの横の下向き矢印をクリックすると、「IR Sample」ポップアップメニューが開きます。
に切り替わります。IR

• 「Synthesized

IR」ボタン：クリックすると、Synthesized IR モードがオンになります。新しい合成インパルス

レスポンスが生成されます。これは、「Length」、エンベロープ、「Filter」、EQ、および「Spread」パラメー
タの値に基づいています。
• 「sample

rate」スライダ：動かして、読み込んだインパルスレスポンスのサンプルレートを指定します。

• 「preserve

length」ボタン：クリックすると、「sample rate」スライダでサンプルレートを変更してもインパ

ルスレスポンスの元の長さは維持されます。
• 「Length」フィールド：動かして、インパルスレスポンスの長さを調整します。

重要：リアルタイムでオーディオをコンボリューションするために、Space

Designer ではまず、インパルスレスポ

ンスに対するパラメータの調整結果が計算されます。パラメータの編集後はこの計算のために多少の時間がかかり
ます。計算の進行状況は青い進行状況バーで示されます。パラメータ編集の後処理を行っている間も、パラメータ
の調整を続けることができます。計算が始まると、青いバーが赤く変化し、計算の開始を知らせます。
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IR Sample モードをオンにする
IR Sample モードでは、Space Designer は音響環境を記録したインパルスレスポンスを読み込んでこれを使用し
ます。入力されるオーディオ信号とインパルスレスポンスがコンボリューションされ、インパルスレスポンスから取り
込んだ音響空間に信号が配置されます。

1

メインディスプレイ左側の円形の領域で「IR

Sample」ボタンをクリックします。

2

任意のフォルダからインパルス・レスポンス・ファイルを選択します。
参考：IR ファイルをすでに読み込んでいる場合は、「IR
ドから IR

Sample」ボタンをクリックすると、Synthesized IR モー

Sample モードに切り替わります。

読み込んだインパルス・レスポンス・ファイルを管理する

m

「IR

Sample」ボタンの横の下向き矢印をクリックし、以下のコマンドのあるポップアップメニューを開きます：

•

Load IR：エンベロープを変更せずにインパルス・レスポンス・サンプルを読み込みます。

•

Load IR & Init：インパルス・レスポンス・サンプルを読み込み、エンベロープを初期化します。

•

Show in Finder：現在読み込まれているインパルス・レスポンス・ファイルの場所を示す Finder ウインドウを
開きます。

「MainStage」に付属のインパルスレスポンスはすべて「/ ライブラリ /Audio/Impulse

Responses/Apple」フォ

ルダにインストールされます。デコンボリューションファイルの拡張子は、.sdir です。
インパルスレスポンスには、モノ、ステレオ、AIFF、SDII、または WAV ファイルを使用できます。また、最大で

7.1 サラウンドのサラウンドフォーマット、単体のサラウンド・インパルス・レスポンスとして構成されるディスクリー
B フォーマットオーディオファイルも使用できます。

トオーディオファイルや

Synthesized IR モードを使う
「Length」、エンベロープ、
「Filter」、EQ、および「Spread」
Synthesized IR モードでは、Space Designer は、
パラメータの値によって決まる合成インパルスレスポンスを生成します。
参考：読み込んだインパルス・レスポンス・サンプルと合成インパルスレスポンスを切り替えることができます。ま
たその際、切り替わった方の設定も失われません。

m

インパルス・レスポンス・パラメータ・セクションの「Synthesized
有効になった「Synthesized

IR」ボタンをクリックします。

IR」ボタンを繰り返しクリックすると、反響パターンが少しずつ異なる新しいインパル

スレスポンスがランダムに生成されます。現在のインパルスレスポンスの状態（合成インパルスレスポンスの反響パ
ターンと特性を示すパラメータなどの値も含む）は設定ファイルと共に保存されます。

参考：
「IR

Sample」モードのときに「Synthesized IR」ボタンをクリックすると、設定と共に保存されている合成

インパルスレスポンスに切り替わります。
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インパルスレスポンスのサンプルレートを設定して長さを維持する
サンプルレートを変更すると、インパルスレスポンスの周波数応答特性（および長さ）の値が増減し、リバーブの全
体的な音質も大幅に影響を受けます。サンプルレートを上げる利点があるのは、元のインパルス・レスポンス・サ
ンプルにより高い周波数が実際に含まれている場合だけです。サンプルレートを下げた場合は、必要な音質が保た
れているかどうかを耳で確かめてください。
参考：通常の室内（コンクリートやタイル貼りの部屋は除きます）では、高周波数の反響は最小限にとどまります。
インパルスレスポンスのレートを半分にしても最大にしても結果はほとんど変わりません。

m

インパルスレスポンスのサンプルレートを指定するには：「sample

•

rate」スライダを動かします。

orig：現在のプロジェクトのサンプルレートが使用されます。インパルスレスポンスが読み込まれる際に、必要
に応じて、インパルスレスポンスのサンプルレートが現在のプロジェクトのサンプルレートに自動的に変換されま

44.1 kHz のインパルスレスポンスを 96 kHz のプロジェクトに読み込むことがで
96 kHz のインパルスレスポンスを 44.1 kHz のプロジェクトに読み込むこともできます。

す。この処理により、たとえば
きますし、逆に
•

/2、/4、/8：これらの設定では、それぞれ元の値の 1/2、1/4、1/8 になります。以下の例のようになります。
• プロジェクトのサンプルレートが

96 kHz の場合は、それぞれ 48 kHz、24 kHz、12 kHz になります。

• プロジェクトのサンプルレートが

44.1 kHz の場合は、それぞれ 22.05 kHz、11.025 kHz、5512.5 Hz にな

ります。

2 倍になります。残響を加えることができる
最大周波数は半分になります。この操作により、部屋の各寸法を 2 倍（容積を 8 倍）にしたのと同じ状態を作
半分のサンプルレートを選択すると、インパルスレスポンスの長さは

り出すことができます。サンプルレートを低くする方法は、面白いテンポやピッチ、レトロ風のデジタルサウンド
のような効果を得たいときにも使用できます。サンプルレートを減らすもう 1 つの利点として、処理要件がかな
り小さくて済むことが挙げられます。サンプルレート設定を半分にすることは、広い空間をシミュレートする場合
に役立ちます。

m

サンプルレートが変更されてもインパルスレスポンスの元の長さを維持するには：
「preserve
リックします。このパラメータを「sample

length」ボタンをク

rate」パラメータと組み合わせて操作すると、面白い効果が生まれるこ

とがあります。
サンプルレートがインパルスレスポンスよりも高いプロジェクトで Space
ルスレスポンスのサンプルレートを下げることもできます。「preserve

Designer を実行している場合に、インパ
length」ボタンがオンになっていることを確

認してください。これにより、リバーブの音質を維持しながら CPU の処理時間を短縮できます。
ヒント：
「Synthesized

IR」モードでも、同様の調整を加えることができます。一般的なリバーブサウンドには高周
波成分がそれほど含まれていません。たとえばサンプルレートが 96 kHz のプロジェクトでは、リバーブサウンドに
よくあるまろやかな周波数応答特性を得るために、ローパスフィルタを使用する必要があります。最初に「sample
rate」スライダで先に高周波成分を 1/2 または 1/4 にまで減らしてから、ローパスフィルタを加えるとよいでしょう。
これによって、CPU リソースが大量に消費されることを防止できます。
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インパルスレスポンスの長さを設定する

m

「Length」パラメータを動かすと、（サンプルまたは合成）インパルスレスポンスの長さを設定できます。
すべてのエンベロープは、この長さに対する比率で自動的に計算されます。つまり、このパラメータを変更すると、
変更内容に対応するようにエンベロープカーブが伸縮します。
参考：インパルス・レスポンス・ファイルを使用している間は、「Length」パラメータ値を実際のインパルス・レス
ポンス・サンプルの長さよりも大きくすることはできません。（サンプルの場合も合成の場合も）インパルスレスポン
スが長くなるほど、CPU に対する負荷は大きくなります。

Space Designer のエンベロープと EQ
Space Designer のエンベロープと EQ の概要

Space Designer のメインインターフェイス領域は、エンベロープおよびイコライザ（EQ）パラメータの表示と編
集に使われます。メインインターフェイス領域には、上部のボタンバーと、メインディスプレイ、パラメータバーがあ
ります。
• ボタンバーは、現在の表示／編集モードの選択に使います。
• メインディスプレイでは、エンベロープか
• パラメータバーでは、エンベロープか

Button bar

Main display

EQ カーブを表示して視覚的に編集できます。

EQ カーブを表示して数値で編集できます。

Display in
Envelope view

Display in EQ view

Parameter bar

Space Designer のボタンバー

メインディスプレイとパラメータバーをエンベロープビューと EQ ビューとで切り替えるには、
ボタンバーを使います。
また、エンベロープと EQ のリセットや、インパルスレスポンスのリバースに使うボタンもあります。

ボタンバーのパラメータ
• 「Reset」ボタン：クリックすると、現在表示されているエンベロープまたは

EQ がデフォルト値にリセット

されます。
• 「All」ボタン：クリックすると、すべてのエンベロープおよび

EQ がデフォルト値にリセットされます。

• 「Volume

Env」ボタン：クリックすると、メインディスプレイの前面にボリュームエンベロープが表示されます。
ほかのエンベロープカーブは、背面に透過表示されます。203 ページの Space Designer の音量エンベロープ

を参照してください。
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• 「Filter

Env」ボタン：クリックすると、メインディスプレイの前面にフィルタエンベロープが表示されます。 ほか
Designer のフィルタパラメータを

のエンベロープカーブは、背面に透過表示されます。206 ページの Space
参照してください。
• 「Density

Env」ボタン：クリックすると、メインディスプレイの前面に密度エンベロープが表示されます。 ほか

のエンベロープカーブは、背面に透過表示されます。198 ページのインパルスレスポンスを使うを参照してくだ
さい。
• 「EQ」ボタン：クリックすると、メインディスプレイに

4 バンドパラメトリック EQ が表示されます。205 ページの
Space Designer の EQ パラメータを使うを参照してください。

• 「Reverse」ボタン：クリックすると、インパルスレスポンスとエンベロープがリバースされます。 インパルスレ

スポンスをリバースすると、実際にはサンプルの先頭ではなく末尾の部分を使用している状態になります。リバー
スをかける際、場合によっては「Pre-Delay」などのパラメータの値を変更する必要があります。

Space Designer のエンベロープパラメータを編集する
すべてのインパルスレスポンスの音量エンベロープおよびフィルタエンベロープと、合成インパルスレスポンスの密
度エンベロープを編集できます。どのエンベロープも、メインディスプレイのグラフィックスとパラメータバーの数値
のどちらを使っても調整できます。
一部のパラメータはエンベロープ固有のものですが、どのエンベロープも「Attack Time」パラメータと「Decay

Time」パラメータで構成されています。「Attack Time」パラメータと「Decay Time」パラメータの合計は、ディ
ケイ時間を減らさない限り、
（合成およびサンプル）インパルスレスポンスの全体の長さと同じです。198 ページの
インパルスレスポンスを使うを参照してください。
大きなノードは、メインディスプレイの下部にあるパラメータバーに表示されるパラメータ（「Init

「Attack
Level」、
Time」、「Decay Time」など）の値を示します。パラメータバーのいずれかの数値を編集すると、対応するノード

がメインディスプレイで移動します。
エンベロープを表示すると、
メインディスプレイに以下のズームおよびナビゲーションパラメータが表示されます（EQ
ビューには表示されません）。

Overview display

エンベロープ・ナビゲーション・パラメータ
• オーバービューディスプレイ：現在インパルス・レスポンス・ファイルのどの部分がメインディスプレイに表示さ

れているかが一目で分かるため、ズーム表示中でも全体を容易に把握できます。
• 「Zoom

to Fit」ボタン：クリックすると、メインディスプレイにインパルスレスポンスの波形全体が表示されま

す。エンベロープの長さが変更されると、表示も自動的に更新されます。
• 「A」ボタンと「D」ボタン：クリックすると、メインディスプレイに表示されている選択中のエンベロープのアタッ

ク（A）部分とディケイ（D）部分に「Zoom

to Fit」機能が限定されます。「A」ボタンと「D」ボタンは、音

量エンベロープとフィルタエンベロープの表示中にのみ有効です。

m

Space Designer のエンベロープノードをグラフィカルに移動する
移動できる方向にノードをドラッグします。
メインディスプレイのノードにポインタを重ねると 2 つの矢印が現れ、移動できる方向が表示されます。
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Space Designer のエンベロープカーブの形状をグラフィカルに変更する
1
2

メインディスプレイにエンベロープカーブをドラッグします。
エンベロープカーブを微調整するには、ラインに付いている小さなノードをドラッグします。これらのノードはエンベ
ロープカーブ自体に結びついているので、エンベロープハンドルと見なすことができます。

Move the nodes vertically
or horizontally to change the
shape of the envelope curve.

Space Designer の音量エンベロープ
音量エンベロープを使うと、リバーブの初期レベルを設定し、音量の経時的な変化を調整することができます。ど
の音量エンベロープパラメータも、数値を入力して編集できます。また、パラメータの大部分はグラフィックスから
でも編集できます（202 ページの Space

Designer のエンベロープパラメータを編集するを参照）。

Init Level node

Decay Time/End
Level node
Attack/Decay
Time node

音量エンベロープのパラメータ
• 「init

level」フィールド：インパルスレスポンスのアタックフェーズの初期音量を設定します。 この値は、インパ

ルスレスポンス・ファイルの全体の音量に対するパーセンテージで表されます。通常、アタックフェーズは通常イ
ンパルスレスポンスの中で最も音量の大きな部分です。「init

level」を 100 ％に設定すると、初期反射音を最

大音量で鳴らすことができます。
• 「attack

time」フィールド： 音量エンベロープのディケイフェーズが始まるまでの時間を指定します。

• 「decay

time」フィールド：ディケイフェーズの長さを設定します。

• 音量ディケイ・モード・ボタン： 音量ディケイカーブの種類を指定します。
• 「exp」
：音量エンベロープの出力の形状を指数関数アルゴリズムによって決定します。きわめて自然な響きの

リバーブテイルが得られます。
• 「lin」
：音量ディケイは線形に近い形状になり、より人工的な響きを生み出します。
• 「end

level」フィールド：リバーブの最後の音量を設定します。 この値は、音量エンベロープ全体に対するパー

センテージで表されます。
•

0 ％に設定すると、リバーブテイルをフェードアウトできます。

• 終了位置がリバーブテイル内にある場合、100 ％に設定すると、リバーブテイルはフェードアウトされずに突

然切れます。（終了位置がリバーブテイルの外側にある場合は、「end
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Space Designer の密度エンベロープ
密度エンベロープでは、合成インパルスレスポンスの密度を経時的に制御できます。密度エンベロープは、パラ
メータバーで数値を入力して調整できます。また、
「init

「ramp time」、
「end level」の各パラメータは、
level」、
202 ページの Space Designer のエンベロープパラメータを編集するで説明している方法によって編集できます。

参考：密度エンベロープは、「Synthesized

IR」モードでのみ使用できます。

密度エンベロープのパラメータ
• 「init

level」フィールド：リバーブの初期密度（一定時間内での平均反響回数）を設定します。 密度を下げる

と、反響パターンを聞き取ることができるようになり、エコーも控えめになります。
• 「ramp
• 「end

time」フィールド： 初期レベルから最終レベルまでの間隔を調整します。

level」フィールド：リバーブテイルの密度を設定します。「end level」の値が小さすぎると、リバーブ

テイルのサウンドが粗くなります。また、この値を低くしすぎると、ステレオスペクトラムに影響が出ることもあり
ます。
• 「reﬂection

shape」スライダ： 仮想スペースに備え付けられている壁、天井、備品に当たって跳ね返る初期

反射音クラスタの傾斜（形状）を指定します。 値を小さくすると鋭い輪郭を持つクラスタになり、値を大きくする
と指数関数的な勾配を持つ滑らかなサウンドになります。このパラメータは、異なる素材の部屋を再現する場合
に便利です。「reﬂection

shape」をエンベロープ、密度、初期反射音の最適な設定と組み合わせると、どの

ような形状や素材の部屋でもほぼ再現できます。
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Space Designer の EQ パラメータを使う

Space Designer には、2 つのパラメトリックミッドバンドに加え、2 つのシェルビングフィルタ（ローシェルビング
1 つずつ）で構成された、4 バンド EQ があります。EQ のパラメー

フィルタ、ハイシェルビングフィルタがそれぞれ

タは、パラメータバーの数値またはメインディスプレイのグラフィックスのどちらを使っても調整できます。

EQ On/Off button
•

Individual EQ band buttons

EQ のオン／オフボタン：クリックすると、EQ セクション全体のオンとオフが切り替わります。

• 各

EQ 帯域ボタン：クリックすると、各 EQ 帯域のオンとオフが切り替わります。

• 周波数フィールド： 選択した

EQ 帯域の周波数を設定します。

• 「Gain」フィールド： 選択した

EQ 帯域をカットまたはブーストします。

• 「Q」フィールド： 2 つのパラメトリックバンドの

Q 値を設定します。「Q」値は、0.1（非常に狭い）から 10（非

常に広い）までの間で調整できます。

Space Designer の EQ カーブをグラフィカルに編集する
1 パラメータバー上段にある EQ のオン／オフボタンと EQ 帯域ボタンで、EQ と 1 つまたは複数の帯域を有効にし
ます。

2

メインディスプレイでカーソルを横方向に移動します。カーソルが帯域のアクセス領域内に入ると、対応するカーブ
とパラメータ領域が自動的に強調表示され、ピボットポイントが表示されます。

3

横方向にドラッグすると、各帯域の周波数を調整できます。

4

上下の方向にドラッグすると、各帯域のゲインの量を増減できます。

5

パラメトリック EQ 帯域の強調表示されたピボットポイントを上下にドラッグすると、Q 値を増減できます。
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Space Designer のフィルタ
Space Designer のフィルタパラメータ

Space Designer のフィルタはリバーブの音色を制御します。
複数のフィルタ・タイプから選択ができ、音量エンベロープとは別に、エンベロープでフィルタのカットオフを制御
できます。フィルタ設定を変更すると、リバーブを通して再生されている間にサウンドが直接変更されるのではなく、
インパルスレスポンスが再計算されます。
メイン・フィルタ・パラメータは、インターフェイスの左下隅にあります。

メイン・フィルタ・パラメータ
• フィルタ「On」ボタン：クリックすると、フィルタセクションのオンとオフが切り替わります。
• 「Filter」のモードノブ： 回してフィルタモードを設定します。
•

6 dB（LP）：明るい響きを作り出す、用途の広いローパス・フィルタ・モードです。ある程度のフィルタリン
グ効果を得ながらも、素材となる信号の特徴的な部分は残したい場合に使用できます。

•

12 dB（LP）：フィルタ効果を抑え気味にし、暖かいサウンドが欲しいときに役に立つローパス・フィルタ・
モードです。明るいリバーブを伸びやかに鳴らしたいときに便利です。

•

BP：1 オクターブにつき 6 dB 減衰させるバンドパスフィルタです。信号の低域と高域を減らし、カットオフ周
波数付近の周波数をそのまま残します。

•

HP：1 オクターブにつき 12 dB 減衰の 2 極ハイパスフィルタです。カットオフ周波数より低い周波数のレベル
を下げます。

• 「Reso」
（Resonance）ノブ： 回すと、カットオフ周波数より上または下の、あるいはその周辺の周波数が強調

されます。 レゾナンスのノブがどの程度サウンドに影響するかは、選択したフィルタモードによって大きく異なり
ます。フィルタの傾斜が大きいほど、はっきりと音色が変わります。
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Space Designer のフィルタエンベロープ

フィルタエンベロープは、
「Filter

Env」ボタンをクリックするとメインディスプレイに表示されます。エンベロープを

使うと、フィルタのカットオフ周波数を時間軸に沿って制御できます。フィルタエンベロープのどのパラメータも、パ
ラメータバーで数値を入力して調整できます。または、202 ページの Space

Designer のエンベロープパラメータ

を編集するで説明している方法によってメインディスプレイのグラフィックスから調整することもできます。
参考：フィルタエンベロープを有効にすると、自動的にメインフィルタも有効になります。
Controls the Attack Time endpoint
(and Decay Time startpoint)
and Break Level parameters
simultaneously.

Controls the Decay endpoint
and End Level parameters
simultaneously.

フィルタエンベロープのパラメータ
• 「init

level」フィールド：フィルタエンベロープの最初のカットオフ周波数を設定します。

• 「attack

time」フィールド：「break level」に達するまでの時間を指定します。

• 「break

level」フィールド：エンベロープが到達する、フィルタのカットオフ周波数の最大値を設定します。 こ

の設定値は、フィルタエンベロープがアタックフェーズからディケイフェーズに切り替わるポイントにもなります。
つまり、選択したレベルにアタックフェーズが達すると、そこからディケイフェーズが始まります。「break
の値を「init
• 「decay

level」

level」よりも低くすると、変わった傾斜のフィルタを作り出すことができます。

time」フィールド：「break level」ポイントを過ぎてから「end level」の値に達するまでの時間を指

定します。
• 「end

level」フィールド：フィルタエンベロープのディケイフェーズが終わるときのカットオフ周波数を設定します。
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Space Designer のグローバルパラメータ
Space Designer のグローバルパラメータの概要

Space Designer のグローバルパラメータは、エフェクトの全体的な出力や動作に作用します。Space Designer
のグローバルパラメータを使うおよび Space Designer の出力パラメータを使うを参照してください。
グローバルパラメータは、メインディスプレイの周辺と下部の

2 つの部分に分かれています。

Output
sliders

Input
slider

Latency
Compensation button

Definition
area

Rev Vol
Compensation button

グローバルパラメータ（上部）
• 「Input」スライダ：動かして、Space
• 「latency

Designer によるステレオ入力信号の処理方法を指定します。

compensation」ボタン：クリックすると、Space Designer の内部レイテンシ補正機能のオンとオ

フが切り替わります。
• 「deﬁnition」フィールド：ドラッグすると、定義の少ないインパルスレスポンスのセットが選択されます。リバー

ブの拡散がエミュレートされ、CPU リソースを節約できます。
• 「rev

vol compensation」（Reverb Volume Compensation）ボタン：クリックすると、Space Designer

の内部インパルスレスポンス音量を合わせる機能がオンになります。
• 「Output」スライダ：動かして、出力レベルを調整します。

グローバルパラメータ（下部）
• 「Pre-Dly」ノブ／フィールド：回して、リバーブのプリディレイ時間、つまり原音信号が鳴ってからリバーブの最

初の反響が生じるまでの時間を設定します。
• 「IR

Start」ノブ／フィールド：回して、インパルスレスポンスのサンプルの再生ポイントを設定します。

• 「Spread」および「Xover」ノブ／フィールド：
「Spread」ノブを回すと、ステレオ空間の聴覚上の広がりを調

整できます。「Xover」ノブを回すと、クロスオーバー周波数を設定できます。この値よりも低い合成インパルス
レスポンスの周波数は、
「Spread」パラメータの影響を受けます。（これらのノブは合成インパルスレスポンスに
のみ使用できます。）
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Space Designer のグローバルパラメータを使う

Space Designer のグローバルパラメータは、エフェクトの全体的な出力や動作に作用します。Space Designer
のグローバルパラメータの概要を参照してください。
以下のタスクには、Space

Designer のグローバルパラメータが使われています。

Space Designer の Input スライダを使う
「Input」スライダの機能は、ステレオ設定で異なります。（このスライダは、エフェクトのモノインスタンスまたはモ
ノ→ステレオインスタンスでは表示されません。）

m

ステレオインスタンスの場合：「Input」スライダをドラッグして、ステレオ信号の処理方法を指定します。
• 「stereo」設定（スライダの一番上）
：信号は、原音信号のステレオバランスのまま、左右のチャンネルで処理

されます。
• 「mono」設定（スライダ中央）
：信号はモノで処理されます。
• 「Xstereo」設定（スライダの一番下）
：左右の信号が反転し、右チャンネルの処理が左チャンネルで、左チャン

ネルの処理が右チャンネルで行われます。
• 各設定の間の位置：ステレオからモノまでのクロスフィード信号のミックスが生成されます。

Space Designer のレイテンシ補正機能を使う
Space Designer では、複雑な計算には少し時間がかかります。このため、直接入力信号と処理された出力信号
との間で、処理のレイテンシ、つまり遅延が生じます。
参考：この補正機能は、ホストアプリケーションのレイテンシ補正とは別のものです。この補正機能はすべて Space

Designer 内部で実行されます。
m

「latency

「Output」セクショ
compensation」ボタンをオンにすると、エフェクト信号の処理の遅延に合わせて、

ンで直接信号に遅延がかけられます。

Space Designer の処理レイテンシは、元のサンプルレートで 128 サンプルです。サンプルレートを半分にするご
2 倍になります。Space Designer の「sample rate」スライダを「/2」にすると、処理レ
イテンシは 256 サンプルになります。44.1 kHz より高いサンプルレートの場合、処理レイテンシは増加しません。

とにサンプル数はその

Space Designer の「deﬁnition」パラメータを使う
「deﬁnition」パラメータは、自然な残響パターンが広がっていく状態をエミュレートします。100 ％未満の値で使
うと、CPU 負荷を低減することにもなります。
自然の残響の場合、
その空間情報のほとんどは最初の数ミリ秒に含まれています。残響が終わりに近付くにつれて、
反響のパターン（壁などに跳ね返る信号）が拡散していきます。すなわち、反射した信号は小さくなり、方向性が
なくなっていくので、含まれる空間情報がはるかに少なくなります。この現象をエミュレートするには、リバーブの
最初だけ完全な分解能のインパルスレスポンスを使用してから、リバーブの後半では分解能の低いインパルスレス
ポンスを使用します。
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m

交差ポイント（低い分解能のインパルスレスポンスに切り替わる位置）を設定するには、
いずれかの「deﬁnition」
フィールドを上下にドラッグします。
「deﬁnition」の

1 つ目のフィールドには、完全な分解能のインパルスレスポンスの長さを 100 ％としたパーセン

テージで値が表示されています。2 つ目のフィールドには、交差ポイントの正確な位置がミリ秒単位で表示されてい
ます。（2 つのフィールドはリンクしているので、一方を変更すると自動的に他方も変更されます。）
参考：「deﬁnition」フィールドは、CPU 負荷の大きい合成インパルスレスポンスを読み込んだ場合にのみメイン
ディスプレイの下に表示されます。

Space Designer のリバーブ音量補正機能を使う
リバーブ音量補正機能では、インパルス・レスポンス・ファイルどうしの（実際の音量ではなく）耳で聞こえる音量
の違いを解消します。「rev

vol compensation」ボタンはデフォルトでオンになっており、通常はこのモードのま

までかまいません。ただし、インパルスレスポンスのタイプによっては機能しない場合があります。

m

レベルの異なるインパルスレスポンスの場合は、リバーブ音量補正をオフにして入力レベルと出力レベルを必要に
応じて調整してください。

Space Designer のプリディレイ機能を使う
プリディレイは、原音信号が発生してからリバーブの初期反射音が発生するまでの経過時間です。どのようなサイ
ズおよび形状の部屋についても、プリディレイの値は、壁、天井、床と、その音を聞く人間との距離で決まります。

Space Designer を使用すれば、このパラメータを調整し、自然な状態にとどまらずにさまざまな状態を作り出す
ことができます。

m

適切なプリディレイ時間を設定するには、「Pre-Dly」ノブを回します。
さまざまなサウンドに理想的な「Pre-Dly」の設定は、原音信号の属性（より正確に言えばエンベロープ）によっ
て異なります。通常、パーカッシブな信号では、弦楽器のようにアタックが徐々にフェードインする信号よりも「Pre-

Dly」を短く設定する必要があります。最も良い設定方法は、音響エコーなどの望ましくない現象が出ない範囲で、
プリディレイをできるだけ長くすることです。
実際上の観点から言えば、「Pre-Dly」の設定時間を極端に短くすると、信号の位置を特定しにくくなります。原音
信号のサウンドにも影響する場合があります。一方、
「Pre-Dly」の設定時間を極端に長くすると、エコーが不自然
に聞こえることがあります。原音信号と初期反射音とが離れてしまい、元の信号とリバーブ信号の間が空いて聞こえ
ることもあります。
以上は、さまざまな信号に適用できる、実際に存在する音響空間を作り出すための方法です。現実にはありえない
音の広がりや自然界には存在しないリバーブやエコーを作り出したい場合は、「Pre-Dly」パラメータにさまざまな
値を設定してみましょう。
インパルスレスポンスの開始ポイントを変更する
また、
「Reverse」機能と「IR

Start」パラメータを組み合わせて使う場合などには、クリエイティブなオプションが
Designer のボタンバーを参照してください。

数多く用意されています。201 ページの Space
参考：Synthesized

IR モードの場合は、「Length」パラメータが同じ機能を持っているので、「IR Start」パラ

メータは使用できません。

m

「IR

Start」ノブを回すと、インパルスレスポンスの再生ポイントを移動できます。

これはインパルスレスポンスの開始部分をうまくカットしたい場合に役立ちます。インパルス・レスポンス・サンプ
ルの開始部分にあるピークを消去できて便利です。
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Space Designer の出力パラメータを使う

Space Designer のグローバルパラメータは、エフェクトの全体的な出力や動作に作用します。Space Designer
のグローバルパラメータの概要を参照してください。
以下のタスクには、Space

Designer の出力パラメータが使われています。

Space Designer のモノ／ステレオ出力パラメータを設定する
「Output」パラメータでは、直接の（ドライ）信号と処理済みの信号のバランスを調整できます。使用可能なパラ
メータは、Space Designer の入力設定によって異なります。
モノ、モノ→ステレオ、またはステレオエフェクトとして Space

Designer を接続した場合は、2 つの出力スライダ

が表示されます。1 つは直接信号用の「Dry」スライダ、もう 1 つはリバーブ信号用の「Rev」スライダです。

Mono/Stereo

m

Surround

「Dry」スライダのレベルを設定するには：動かして、エフェクトがかかっていない（ドライ）信号のレベルを設定し
ます。Space

Designer をバスチャンネルに接続した場合、またはスピーカーシミュレーションなどのモデリング・

インパルス・レスポンスを使用する場合は、このスライダを 0（ミュート）まで動かしてください。

m

「Rev」（Reverb）スライダのレベルを設定するには：動かして、エフェクトがかかった（ウェット）信号の出力レ
ベルを調整します。

Space Designer の Spread パラメータを使う
「Spread」および「Xover」（クロスオーバー）ノブは、入力信号の高周波数帯域に通常含まれている方向の情報
を損なわずに、信号の聴覚上の広がりを大きくします。低周波数の場合は、中央の低周波数成分が抑えられて左右
に広がります。これにより、サウンドを包み込むようなリバーブが得られます。
参考：「Spread」および「Xover」ノブは、Synthesized

第 13 章

Designer コンボリューションリバーブ

IR モードでのみ機能します。

211

m

「Spread」ノブ／フィールドのレベルを設定するには：回すと、「Xover」（クロスオーバー）パラメータで指定し
た値より低い周波数に対して、ステレオベースが広がります。
• 「Spread」の値を

0.00 にすると、ステレオの情報は追加されません。（ただし、ソース信号とリバーブにもとも

と設定されていたステレオの情報は、保持されます。）
• 「Spread」の値を

m

1.00 にすると、左右のチャンネルの広がりが最大になります。

「Xover」ノブ／フィールドのレベルを設定するには：回して、クロスオーバー周波数をヘルツ単位で設定します。
設定した値よりも低い合成インパルスレスポンスの周波数は、
「Spread」パラメータ（値が

0 より大きい場合）の

影響を受けます。
参考：この

2 つのパラメータはステレオ処理を調整するものなので、Space Designer をモノプラグインとして使

用する場合は無効です。
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スペシャルエフェクト／ユーティリティ

14

スペシャルエフェクトの概要
「MainStage」には、オーディオ作成時にしばしば発生する作業に特化したエフェクトおよびユーティリティが用意
されています：
•

Denoiser で、しきい値のレベルより小さいノイズを除去したり減衰したりする。

•

Exciter で、人工的に高周波数成分を生成して録音データに躍動感を与える。

•

Grooveshifter で、録音データのリズムに変化を加える。

•

Speech Enhancer で、コンピュータの内蔵マイクから録音した音声の音質を改善する。

•

SubBass で、入力信号から人工的なベース信号を生成する。

Denoiser
Denoiser の概要

Denoiser では、音量レベルがしきい値よりも低いノイズを除去または低減できます。高速フーリエ変換（FFT）分
析によって、音量が小さく倍音構造が比較的単純な周波数帯域が識別され、それらのレベルが指定の dB レベル ま
で下げられます。

Denoiser を強くかけすぎると、元のノイズよりも耳障りなアーチファクトが発生することがあります。
3 つのノブを使うと、このようなアーチファクトを低減または除去できます。Denoiser

「Smoothing」セクションの

のスムージングパラメータを参照してください。
Threshold slider
and field

Noise Type slider
and field

Graphic display

Reduce slider and field

Denoiser のメインパラメータ
• 「Threshold」スライダ／フィールド：ドラッグして、ノイズ低減のしきい値となるレベルを設定します。レベル
がこのしきい値を下回るノイズ信号が低減されます。
ほとんどノイズしか聞こえない部分を探し、このレベル以下の信号を除去すれば十分だと思われる dB 値に
「Threshold」スライダを設定します。
• 「Reduce」スライダ／フィールド：ドラッグして、しきい値を下回る信号に適用するノイズ低減の量を設定しま

す。 ノイズが最大限に除去され、音楽やボーカルの信号低減が最小限になる値に「Reduce」スライダを合わ
せます。この値を 6

dB 下げると音量レベルは半分になり、6 dB 上げると倍になります。
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68 dB 以上）でも、聞いてみて特に不具合がなければ、
83 〜− 78 dB 程度までレベルを下げれば十分でしょう。これでノイズが 10dB 以上、音量でいえば元の半

参考：録音のノイズレベルが非常に高い場合（−
−

分以下に低減されます。
• 「Noise Type」スライダ／フィールド：ドラッグして、低減したいノイズのタイプを指定します。
• 値

0 は、ホワイトノイズ（すべての周波数帯に均一に分布するノイズ）に該当します。

• 正の値は、ピンクノイズ（低域のレスポンスが大きいハーモニックノイズ）に該当します。
• 負の値は、ブルーノイズ（テープヒスノイズ）に該当します。
• グラフィックディスプレイ：オーディオ素材の中で音量レベルが最も低い信号（ほとんどまたはすべてがノイズ）が

どのように低減されるかを表します。

Denoiser のスムージングパラメータ

Denoiser には以下のスムージングパラメータがあります：
Frequency knob
and field

Transition knob
and field

Time knob and field

Denoiser のスムージングパラメータ
• 「Frequency」ノブ／フィールド： 回して、周辺の周波数に適用するスムージングを調整します。 特定の周波数
帯にノイズしかないことが検出された場合、「Frequency」パラメータを使って周辺の周波数をスムージングす
ることにより、アーチファクトを抑えることができます。「Frequency」パラメータの値を高くするほど、周辺の
周波数帯の変化が大きくなります。
• 「Time」ノブ／フィールド： 回して、信号がノイズ低減の最大レベルに達するまでの時間を設定します。 これは

最も単純な形式のスムージングです。
参考：「Time」パラメータで設定する値は、リリースタイム、つまり信号がノイズ低減の最大レベルから通常の
レベルに戻るまでの時間としても使われます。Denoiser のほかのすべてのパラメータと同様に、ノイズ低減処
理が発生するレベルは「Threshold」の値によって決まります。
• 「Transition」ノブ／フィールド： 回して、周辺の音量レベルに適用するスムージングの量を調整します。 特定

の音量範囲にノイズしかないことが検出された場合、「Transition」パラメータを使って周辺の音量レベルをス
ムージングすることにより、アーチファクトを抑えることができます。「Transition」パラメータの値を高くするほ
ど、同等のレベル値の変化が大きくなります。
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Exciter
Exciter は、元の信号には存在しない高周波成分を生成します。これには、オーバードライブやディストーションな
どのエフェクトを生成するときと同様の、非線形のディストーション処理が使用されます。
ただし、これらのエフェクトとは異なり、Exciter のディストーション処理では入力信号がハーモニクス（ディストー
ション）ジェネレータに送られる前に、ハイパスフィルタを通ります。これにより、元の信号に人工的なハーモニク
スが追加されます。追加されるハーモニクスの周波数は、ハイパスフィルタのしきい値より少なくとも 1 オクターブ
上です。その後、歪ませた信号は元の（ドライ）信号とミックスされます。

Exciter を使うと、録音サウンドに活気を与えることができます。特に、高音域が弱くなってしまったオーディオトラッ
クに効果的です。また、ギタートラックの音質向上にも有効です。

Exciter のパラメータ
• 周波数ディスプレイ： 入力信号のうち、Exciter の処理の対象となる周波数範囲が表示されます。
• 「Frequency」スライダ／フィールド：ドラッグして、ハイパスフィルタのカットオフ周波数を設定します。値はヘ

ルツ単位で指定します。入力信号がフィルタを通過してから、（ハーモニクス）ディストーションが生成されます。
• 「Input」ボタン：オンにすると、元の信号（エフェクトをかける前の信号）がエフェクトをかけた信号とミックス

されます。オフにすると、エフェクトをかけた信号だけが聞こえます。
• 「Harmonics」ノブ／フィールド： 回して、エフェクト信号と元の信号の比率を設定します。値はパーセント単

位で指定します。「Input」ボタンの選択を解除すると、このパラメータは作用しなくなります。
参考：多くの場合、「Frequency」と「Harmonics」の値を高めに設定する方が良い効果が得られます。高周
波帯では、元の信号と人工的に生成した信号の違いが人間の耳ではほとんど区別できないためです。
• 「Color

1」／「Color 2」ボタン：「Color 1」を選択すると、ハーモニクス・ディストーション・スペクトラム

の密度が低くなります。「Color 2」を選択すると、ハーモニクス・ディストーションの密度が高くなります。
参考：「Color 2」では、相互変調歪みが増えるため、耳障りなアーチファクトが発生する場合があります。
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Grooveshifter
Grooveshifter では、オーディオ録音データのリズムに変化を加えて、入力信号にスウィング感を出すことができま
16 分音符でギターソロを演奏してから、このエフェクトを使うと、オリジナ

す。たとえば、ストレートな 8 分音符や

ルのストレートなリズムにスウィング感を与えることができます。

Grooveshifter では、プロジェクトのテンポが基準テンポとして使われ、すべての変更が自動的にこのテンポに従
います。
参考：Grooveshifter で効果を得るには、プロジェクトのテンポと録音時のテンポが完全に一致している必要があ
ります。テンポに変動があると、正確な結果が得られません。

Grooveshifter のソース素材パラメータ
• 「Beat」／「Tonal」ボタン：クリックして、使用するソース（入力）素材のタイプを選択します。
• 「Beat」ボタン：パーカッシブな入力素材に最適なアルゴリズムが使用されます。
「Beat」を選択した場合、

「Grain

Size」スライダは使用不可になります。

• 「Tonal」ボタン：音程のある入力素材に最適なアルゴリズムが使用されます。このアルゴリズムはグラニュラ

合成に基づいているため、「Tonal」を選択したときは「Grain
• 「Grain

Size」スライダが使用可能になります。

Size」スライダ／フィールド：ドラッグして、グレインのサイズ（1 ms 〜 20 ms）を設定します。この

設定によって分析の精度が決まります。 デフォルトの「Auto」（スライダの左端）に設定すると、入力信号に基
づいて最適なグレインサイズの値が自動的に設定されます。

Grooveshifter のスウィングパラメータ
• 「Grid」ボタン：クリックして、オーディオ素材を分析する際にタイミングの基準として使用される拍の単位を設
定します。
• 「1/8」ボタン：8 分音符が中心のオーディオ素材を使用する場合に選択します。
• 「1/16」ボタン：16 分音符が中心のオーディオ素材を使用する場合に選択します。
• 「Swing」スライダ／フィールド：ドラッグして、偶数拍を遅らせる度合い（50％〜

75％）を設定します。 50％

に設定するとスウィングしません。ポップスやロックなどの曲では通常この設定にします。値が大きくなるほど、
ス
ウィングが強くかかります。
• 「Accent」スライダ／フィールド：ドラッグして、偶数拍のレベル（−

12 dB 〜＋ 12 dB）を設定します。これ

によって、偶数拍を弱めたり強めたりできます。 リズミカルなスタイル（スウィング、レゲエなど）によく使用し
ます。
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Speech Enhancer
Speech Enhancer では、コンピュータの内蔵マイクで音声を録音した場合に、その音質を改善できます。ノイズ除
去、マイク周波数の補正、およびマルチバンドコンプレッションなどの機能を組み合わせて使用することができます。

Speech Enhancer のパラメータ
• 「Denoise」スライダ／フィールド：ドラッグして、録音のノイズフロア（− 60 dB 〜− 20 dB）を設定します。
これは、ノイズ除去が必要な量とも言えます。 設定を− 60 dB に近付けると、通過するノイズが多くなります。
− 20dB に近付けると、バックグラウンドノイズは小さくなりますが、アーチファクトが多くなります。
• 「Mic

Correction」の「O∂」／「On」ボタン：「On」ボタンをクリックすると、内蔵マイクで行った録音の周

波数応答を改善し、高級マイクを使用したような印象になります。
• 「Mic

Model」ポップアップメニュー：マイクの機種を選択します。特定の Mac 内蔵マイクの音響特性を補正

できます。
参考：これら以外のマイクを使用した場合でも Speech

Enhancer エフェクトは使用できますが、マイク補正の
Mac 内蔵のマイクと iSight のマイクのみです。Apple 製以外のマイクを使用し
た場合は、「Mic Correction」ポップアップメニューで「Generic」を選択してください。

対象機種として選択できるのは
• 「Voice

Enhance」の「O∂」／「On」ボタン：クリックして、音声品質向上のためのマルチバンド圧縮回路

のオフ／オンを切り替えます。
• 「Enhance

Mode」ポップアップメニュー：「Voice Enhance」をオンにした場合に、録音された音声を大き

く聞き取りやすくするための設定を選択します：
• 「Female

Solo」／「Male Solo」：録音信号にボーカルのみが含まれている場合に選択します。

• 「Female Voice

Over」／「Male Voice Over」：録音信号にボーカルの歌声と、音楽または音響による

土台の部分の両方が含まれている場合に選択します。
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SubBass
SubBass の概要

SubBass では、元の信号よりも低い周波数を生成することで人工的な低音成分を追加できます。最も単純な使い
かたは、エレクトリックベースギターのオクターバーペダルのように、オクターブ下の低音を重ねるというものです。
ただし、ピッチが整ったモノフォニックな信号入力しか処理できないオクターバーペダルとは異なり、SubBass は複
雑に重ねられた信号も操作できます。

SubBass では、入力信号を 2 つに分け、それぞれから低音信号を生成します。これらは「High」および「Low」
パラメータで定義します。218 ページの SubBass のパラメータを参照してください。
警告：SubBass は非常に大きな出力信号を生成する場合があります。再生音量は中程度にし、低音域に対応して
いないスピーカーでは再生しないようにすることが重要です。イコライザを使って、この周波数帯を無理にスピー
カーに出力するようなことは避けてください。

SubBass のパラメータ

SubBass には以下のパラメータがあります。

SubBass のパラメータ
• 「High」の「Ratio」ノブ／フィールド： 回して、元の信号の「High」側の周波数帯と生成された信号との比
率を調整します。
• 「High」の「Center」ノブ／フィールド： 回して、
「High」側の周波数帯の中心周波数を設定します。
• 「High」の「Bandwidth」ノブ／フィールド： 回して、
「High」側の周波数帯の幅を設定します。
• グラフィックディスプレイ： 選択した「High」側と「Low」側の周波数帯を表示します。
• 「Freq. Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、
「High」側と「Low」側の周波数帯をミックスする比率を

調整します。
• 「Low」の「Ratio」ノブ／フィールド： 回して、元の信号の「Low」側の周波数帯と生成された信号との比率

を調整します。
• 「Low」の「Center」ノブ／フィールド： 回して、
「Low」側の周波数帯の中心周波数を設定します。
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• 「Low」の「Bandwidth」ノブ／フィールド： 回して、
「Low」側の周波数帯の幅を設定します。
• 「Dry」スライダ／フィールド：ドラッグして、ドライ信号（エフェクトがかかっていない元の信号）の量を設定し

ます。
• 「Wet」スライダ／フィールド：ドラッグして、ウェット信号（エフェクト信号）の量を設定します。

SubBass の使いかたのヒント

Pitch Shifter とは異なり、SubBass では、波形の生成に入力信号の波形ではなくサイン波が使用されます。通常、
純粋なサイン波は複雑なアレンジにはなじまないため、「Wet」スライダと「Dry」スライダを使って、生成される
信号と元の信号の量（およびバランス）を調整してください。
「High」パラメータと「Low」パラメータでは、SubBass でトーンの生成に使用される 2 つの周波数帯域を設定しま
す。「High」／「Low」の「Center」では各帯域の中心周波数を定義し、
「High」／「Low」の「Bandwidth」
では周波数帯の幅を設定します。
「High」／「Low」の「Ratio」ノブでは、各帯域で生成信号がトランスポーズされる量を定義します。これは元
の信号の比率で表示されます。たとえば、「Ratio」を 2 に設定した場合、信号は

1 オクターブ下にトランスポー

ズされます。
重要：各周波数帯域内では、フィルタをかけた信号にある程度の安定したピッチを持たせないと、正確に分析でき
ません。
一般的には、帯域幅を狭くすると、耳障りなアーチファクトの原因となる周波数の混変調が最小限に抑えられるた
め、良い結果が得られます。「High」の「Center」ノブを「Low」の「Center」ノブよりも 5 度高く、つまり
1.5 倍の中心周波数にしてみてください。
信号に含まれるベース成分から合成するサブベースを引き出し、両帯域で「Ratio」を 2 に設定して 1 オクターブ
下にトランスポーズします。この処理を過度に行うと、歪みが生じてしまいがちです。周波数帯による音の不均衡が
感じられたら、「Center」周波数ノブの

1 つまたは両方を動かすか、「Bandwidth」（両周波数帯域幅の 1 つま

たは両方）を少し広げてみるとよいでしょう。
ヒント：SubBass の使用にあたってはその効果をよく考え、極低音部分の響きをほかのいろいろな曲とも比較して
ください。トラックによっては、少しの調整で低音域の補正が強くかかりすぎてミックスのバランスが崩れてしまうこ
とがあるので注意してください。
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ユーティリティとツール

15

ユーティリティとツールの概要
「Utility」のカテゴリに分類されるツールを使うと、制作時によくあるルーチン的な作業や状況を効率的に処理でき
ます。たとえば、Gain プラグインで入力信号のレベルや位相を調整したり、I/O ユーティリティで外部のオーディオ
エフェクトをホストアプリケーションのミキサーに統合したりできます。

Gain プラグイン
Gain は特定のデシベル値で信号を増幅（または減衰）させます。これは、ポストプロセスで、自動化されたトラッ
クのレベルをすばやく調整したい場合に大変便利です。たとえば、挿入されているエフェクトに専用のゲインコント
ロールがない場合や、リミックスバージョンでトラックのレベルを変更したい場合などです。

Gain プラグインのパラメータ
• 「Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、ゲインの量を設定します。
• 「Phase

Invert」の「Left」／「Right」ボタン：オンにすると、それぞれ左／右のチャンネルの位相が反転

します。
位相を反転すると、時間配列の問題、特に複数のマイクで同時に録音する際に生じる問題に対処することができ
ます。分離した信号の位相を反転させると、オリジナルとまったく同様に聞こえます。ほかの信号と結合した信
号では、位相を反転させるとエフェクトがかかって聞こえる場合があります。たとえば、スネアドラムの上下にマ
イクを配置した場合、どちらかのマイクの位相を反転させるとサウンドが向上（または低下）することが分かりま
す。いつものように、自分の耳を信じましょう。
• 「Balance」ノブ／フィールド： 回して、左右のチャンネル間の入力信号のバランスを調整します。
• 「Swap

L/R」（Left/Right）ボタン：オンにすると、左右の出力チャンネルが入れ替わります。入れ替わりは信
号パスの「Balance」パラメータの後に行われます。「Mono」ボタンをオンにしたときは、「Swap L/R」ボ

タンは使用不可になります。
• 「Mono」ボタン：オンにすると、左右のチャンネルを統合したモノラル信号が出力されます。

参考：Gain プラグインは、モノラル、モノラル -> ステレオ、およびステレオインスタンスで使用できます。モノラ
ルモードとモノラル -> ステレオモードでは、「Phase
ルモードでは、「Balance」、「Swap

Invert」で使用できるボタンが 1 つだけになります。モノラ
L/R」、および「Mono」パラメータも使用不可になります。
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I/O ユーティリティ
I/O ユーティリティでは、外部のオーディオ・エフェクト・ユニットを内蔵エフェクトと同じように使用できます。
参考：I/O ユーティリティを実用的に使用するには、外部オーディオ・エフェクト・ユニットとの間で信号をやりとり
するための別個の入出力（アナログまたはデジタル）を備えたオーディオインターフェイスが必要です。

I/O ユーティリティのパラメータ
• 「Output Volume」フィールド／スライダ：ドラッグして、出力信号のレベルを調節します。
• 「Output」ポップアップメニュー：使用するオーディオハードウェアの出力または出力ペアを選択します。
• 「Input」ポップアップメニュー：使用するオーディオハードウェアの入力または入力ペアを選択します。

参考：「Input」ポップアップメニューは、複数の入力があるオーディオインターフェイスが有効な場合にのみ表
示されます。
• 「Input Volume」フィールド／スライダ：ドラッグして、入力信号のレベルを調節します。
• 「Latency

Detection」の「Ping」ボタン：クリックすると、選択した出力と入力の間のレイテンシが検出され

ます。検出された遅延は自動的に補正されます。
参考：トラックでレイテンシを伴うプラグインをバイパスすると検出精度が増します。
• 「Latency

O∂set」フィールド／スライダ：選択した出力と入力の間に検出されたレイテンシの値がサンプル単

位で表示されます。このスライダを使ってレイテンシを手動でオフセットすることもできます。

I/O ユーティリティで外部エフェクトユニットを使う
1

オーディオインターフェイスの出力をエフェクトユニットの入力に接続し、エフェクトユニットの出力をオーディオイン
ターフェイスの入力に接続します。
参考：これらの接続は、オーディオインターフェイスとエフェクトユニットが備える入出力に合わせて、アナログ接続
とデジタル接続、単独とペアのどちらでもかまいません。

2

バスセンド／リターンとして使用する Aux チャンネルストリップのインサートスロットをクリックして、「Utility」＞
「I/O」と選択します。

3 I/O ユーティリティのウインドウで、エフェクトユニットを接続したオーディオハードウェアの出力と入力を選択します。
4

処理するチャンネルストリップの信号を手順

3 で選択したバス（Aux チャンネルストリップ）に送り、適切なセンド

レベルを設定します。
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「Input Volume」スライダと「Output Volume」スライダを必要に応じて調
5 I/O ユーティリティのウインドウで、
節します。

6

選択した出力と入力の間にディレイがあるかどうかを確認して補正したい場合は、「Latency

Detection」の

「Ping」ボタンをクリックします。
再生を始めると、手順

3 で選択した Aux チャンネルに送られるチャンネルストリップの信号が、外部エフェクトユ

ニットによって処理されます。

Test Oscillator
Test Oscillator は、スタジオの機材や楽器のチューニングに便利です。音源プラグインとしてもエフェクトプラグイ
ンとしても挿入できます。2 つ動作モードがあり、一方では静的な周波数、もう一方ではサインスイープが生成され
ます。
前者がデフォルトのモードで、挿入後すぐにテスト信号が生成されます。切り替えはバイパスすることで行うことが
できます。後者のモードは、「Sine

Sweep」ボタンをクリックすると有効になります。このモードでは、「Trigger」

ボタンでトリガすると、ユーザが定義した周波数スペクトラム・トーン・スイープが生成されます。

Test Oscillator のパラメータ
• 「Waveform」ボタン：テスト・トーンの生成に使用する波形を選択します。「Square Wave」および「Needle
Pulse」では、エイリアシング処理した波形とアンチエイリアシング処理した波形のどちらかを選択できます。後
者を使用する場合は「Anti Aliased」ボタンを選択します。「Needle Pulse」はシングル・ニードル・インパ
ルスの波形です。
参考：「Sine

Sweep」ボタンをオンにしたときは、「Waveform」のボタンはすべて使用不可になります。

• 「Frequency」ノブ／フィールド： 回して、オシレータの周波数を設定します（デフォルトは
• 「Sine

1 kHz）。

Sweep」ボタン：オンにすると、サインスイープが生成されます。周波数スペクトラムは「Start Freq」
Freq」フィールドで設定します。

および「End

• 「Time」フィールド：ドラッグして、サインスイープの長さを設定します。
• 「Start

Freq」（Start Frequency）／「End Freq」（End Frequency）フィールド：ドラッグして、サイン

スイープの最初と最後のオシレータ周波数を設定します。
• 「Sweep

：スイープカーブのタイプを選択します。「Linear」
Mode」ポップアップメニュー（拡張パラメータ領域）

または「Logarithmic」を選択できます。
• 「Trigger」ボタン：オンにすると、サインスイープの生成が開始されます。
• 「Trigger」ポップアップメニュー：サインスイープのモードを選択します：
•

Single：スイープを 1 回トリガします。

•

Continuous：スイープを無限にトリガします。

• 「Level」スライダ／フィールド：ドラッグして全体の出力レベルを設定します。
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レガシーエフェクトの概要
レガシーエフェクトはプロジェクトの互換性のために用意されています。これらのプラグインは、以前のバージョンの
「MainStage」で作成された（レガシープラグインを含む）プロジェクトを読み込むと挿入されます。
これらのプラグインはそのまま使用することも、「MainStage」で利用できるその他のエフェクトプラグインに置き
換えることもできます。
エフェクト・プラグイン・メニューを上書きしない限り、「MainStage」でこれらのプラグインを直接挿入することは
できません。
「MainStage」でレガシープラグインを表示する／挿入する
1 Option キーを押しながら、チャンネルストリップのプラグインスロットをクリックします。
プラグインサブメニュー「Utility」の下に「レガシー」サブメニューが表示された状態でプラグインメニューが開き
ます。

2

「レガシー」サブメニューから挿入したいレガシープラグインを選択します。

AVerb
AVerb は、単一のパラメータ（Density/Time）によってエフェクトの初期反射音と拡散したリバーブテイルの両方
を制御する、基本的なリバーブエフェクトです。一風変わった空間効果やエコー効果を手軽に作ることができるツー
ルです。

AVerb のパラメータ
• 「Predelay」スライダ／フィールド：回して、
ソース信号とリバーブ信号の初期反射音との時間間隔を設定します。
• 「Reﬂectivity」ノブ／フィールド： 回して、仮想の壁、天井、および床の反響特性を設定します。 分かりやす

く言うと、壁の硬さや材質を設定します。ガラス、石材、木材、カーペットなどの素材は、リバーブのトーンに大
きく影響します。
• 「Room

Size」ノブ／フィールド： 回して、シミュレートする部屋の大きさを設定します。

• 「Density/Time」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブの密度と継続時間を設定します。
• 値を小さくすると、初期反射音のかたまりがはっきりと区別できるようになり、エコーの効果が出ます。
• 値を大きくすると、よりリバーブに近い効果になります。
• 「Mix」スライダ／フィールド：ドラッグして、エフェクト（ウェット）信号と直接（ドライ）信号のバランスを設定

します。

223

Bass Amp
Bass Amp では、有名なベースアンプのサウンドをシミュレートできます。直接 Bass Amp を通じてベースギター
などの信号を送ることができ、高品質な数々のベース・ギター・アンプ・システムを通じて演奏したパートを再現で
きます。

Bass Amp のパラメータ
• 「Model」ポップアップメニュー：以下のいずれかのアンプモデルを選択します：
•

American Basic：1970 年代のアメリカン・ベース・アンプで、10 インチスピーカーを 8 個搭載しています。
ブルースやロックの録音データに適しています。

•

American Deep：「American Basic」アンプモデルをベースにしていますが、低中域（500 Hz 以上）が
強調されています。レゲエやポップスの録音データに適しています。

•

「American Basic」アンプモデルをベースにしており、
「American Deep」と
「American
American Scoop：
Bright」の周波数特性も兼ね備えたアンプです。低中域（500 Hz 以上）および高中域（4.5 kHz 以上）が
強調されています。ファンクやフュージョンの録音データに適しています。

•

American Bright：「American Basic」アンプモデルをベースにしていますが、このモデルは高中域
kHz 以上）が強調されています。

（4.5
•

New American Basic：1980 年代のアメリカン・ベース・アンプで、ブルースやロックの録音データに適し
ています。

•

New American Bright：「New American Basic」アンプモデルをベースにしており、2 kHz より高い周
波数域が強調されています。ロックやヘビーメタルに適しています。

•

Top Class DI Warm：有名な DI ボックスのシミュレーションで、レゲエやポップスの録音データに適してい
5000 Hz の周波数域）が抑制されています。

ます。中域周波数（500 〜
•

•

「Top Class DI Warm」をベースにしており、ファンクやフュージョンに適しています。
Top Class DI Deep：
700Hz 付近の中域周波数が最も強調されています。

Top Class DI Mid：「Top Class DI Warm」モデルをベースにしています。ほぼ平坦な周波数域を特徴と
しており、周波数が強調されているわけではありません。ブルース、ロック、およびジャズの録音データに適し
ています。

• 「Pre

Gain」スライダ：入力信号のプリアンプレベルを設定します。

• 「Bass」
、「Mid」、「Treble」スライダ：低音、中音、高音のレベルを調整します。
• 「Mid

Freq」スライダ：中域の中心周波数（200 Hz 〜 3000 Hz）を設定します。

• 「Output
付録
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EQ
DJ EQ

DJ EQ は、ハイ・シェルビング・フィルタおよびロー・シェルビング・フィルタ（それぞれ固定の周波数）と、パラメ
EQ
では、フィルタのゲインを− 30 dB まで低減することができます。

トリック EQ を組み合わせたものです。このパラメトリック EQ では、周波数、ゲイン、Q 値を調整できます。DJ

DJ EQ のパラメータ
• 「High Shelf」スライダ／フィールド：ドラッグして、ハイ・シェルビング・フィルタのゲインの量を設定します。
• 「Frequency」スライダ／フィールド：ドラッグして、パラメトリック EQ のセンター周波数を設定します。
• 「Q-Factor」スライダ／フィールド：ドラッグして、パラメトリック EQ の範囲（帯域幅）を設定します。
• 「Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、パラメトリック EQ のゲインの量を設定します。
• 「Low

Shelf」スライダ／フィールド：ドラッグして、ロー・シェルビング・フィルタのゲインの量を設定します。

Fat EQ

Fat EQ はマルチバンド EQ で、個々の音源にもミックス全体にも、さまざまな目的で使用できます。Fat EQ は最大 5
つまでの周波数帯に対応し、EQ カーブを表示するグラフィックディスプレイと、各帯域のパラメータセットがあります。

Fat EQ のパラメータ
1、2、4 および 5 については、一組のボタンの一方をクリックして、EQ タイプを選択し
3 はパラメトリックです。

• 帯域タイプボタン： 帯域

ます。帯域
• 帯域

1：ハイパスまたはローシェルビングのボタンをクリックします。

• 帯域

2：ローシェルビングまたはパラメトリックのボタンをクリックします。
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• 帯域

3：常にパラメトリック EQ 帯域です。

• 帯域

4：パラメトリックまたはハイシェルビングのボタンをクリックします。

• 帯域

5：ハイシェルビングまたはローパスのボタンをクリックします。

• グラフィックディスプレイ： 各周波数帯の

EQ カーブが表示されます。目盛りの単位は dB です。

• 周波数フィールド：ドラッグして、各帯域の周波数を調整します。
• 「Gain」ノブ／フィールド： 回して、各帯域のゲインの量を設定します。
• 「Q」フィールド：ドラッグして、Q、すなわち各帯域の帯域幅（変更されるセンター周波数の範囲）を設定しま

す。Q 値を低くすると、EQ の影響が幅広い周波数範囲に及びます。Q 値を高くすると、EQ 帯域の効果は狭い
周波数範囲に限定されます。Q 値の設定は、変更の結果どのように聞こえるかに大きく影響します。狭い周波数
帯を操作する場合、通常は
参考：帯域

Q 値を大きくカットまたはブーストして違いが分かるようにする必要があります。

1 および 5 では、これによりフィルタのスロープが変更されます。

• 帯域のオン／オフボタン： 対応する帯域のオンとオフが切り替わります。
• 「Master

Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、信号の全体的な出力レベルを設定します。各周波数帯を

ブーストまたはカットしてから使います。

シングルバンド EQ
シングルバンド EQ は、さまざまな種類のイコライゼーション作業に使用します。
•

High Cut および Low Cut：High Cut は設定した周波数を上回る範囲の周波数を減衰させます。Low Cut
は選択した周波数を下回る範囲の周波数を減衰させます。

•

High Pass および Low Pass Filter：High Pass フィルタは設定した周波数を下回る範囲の周波数に影響を与
えます。設定を上回る周波数は、フィルタを通過します。High Pass フィルタを使って、選択した周波数を下回
るベース周波数を除去することができます。Low Pass フィルタは選択した周波数を上回る範囲の周波数に影響
を与えます。

•

High Shelving および Low Shelving EQ：Low Shelving EQ は選択した周波数を下回る範囲の周波数だ
Shelving EQ は選択した周波数を上回る範囲の周波数だけに影響します。

けに影響します。High
•

Parametric EQ：Parametric EQ は、センター周波数を変更するシンプルなフィルタです。オーディオスペクト
ラムに含まれる周波数帯をブーストまたはカットするのに使用でき、幅広い周波数範囲を対象にすることも、ごく
狭い範囲のノッチフィルタとして使用することも可能です。センター周波数を中心に、周波数範囲が対称的にブー
スト／カットされます。

High Cut パラメータおよび Low Cut パラメータ
• 「Frequency」スライダ／フィールド：ドラッグしてカットオフ周波数を設定します。
High Pass パラメータおよび Low Pass パラメータ
• 「Frequency」スライダ／フィールド：ドラッグしてカットオフ周波数を設定します。
• 「Order」スライダ／フィールド：ドラッグしてフィルタの段数を設定します。段数が多ければ多いほど、フィルタ

リングの効果が強くなります。
• 「Smoothing」スライダ／フィールド：ドラッグして、スムージングの量（ミリ秒）を設定します。

High Shelving EQ および Low Shelving EQ のパラメータ
• 「Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、カットまたはブーストする量を設定します。
• 「Frequency」スライダ／フィールド：ドラッグしてカットオフ周波数を設定します。

Parametric EQ のパラメータ
• 「Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、カットまたはブーストする量を設定します。
• 「Frequency」スライダ／フィールド：ドラッグしてカットオフ周波数を設定します。
• 「Q-Factor」スライダ／フィールド：ドラッグして Q（帯域幅）を設定します。
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Silver EQ

Silver EQ は、ハイシェルビング EQ、パラメトリック EQ、ローシェルビング EQ の 3 つの帯域に対応しています。
ハイシェルビング EQ とローシェルビング EQ のカットオフ周波数を調整できます。パラメトリック EQ の、中心周波
数、ゲイン、Q 値を調整できます。

Silver EQ のパラメータ
• 「High Shelf」スライダ／フィールド：ドラッグして、ハイシェルビング EQ のレベルを設定します。
• 「High

Frequency」スライダ／フィールド：ドラッグして、ハイシェルビング EQ のカットオフ周波数を設定

します。
• 「Frequency」スライダ／フィールド：ドラッグして、パラメトリック EQ のセンター周波数を設定します。
• 「Q-Factor」スライダ／フィールド：ドラッグして、パラメトリック EQ の範囲（帯域幅）を設定します。
• 「Gain」スライダ／フィールド：ドラッグして、パラメトリック EQ のカットまたはブーストの量を設定します。
• 「Low

Shelf」スライダ／フィールド：ドラッグして、ローシェルビング EQ のレベルを設定します。

• 「Low

Frequency」スライダ／フィールド：ドラッグして、ローシェルビング EQ のカットオフ周波数を設定

します。
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GoldVerb
GoldVerb の概要

GoldVerb では、初期反射音と拡散したリバーブテイルの両方を独立して編集できるため、実際の部屋の正確なエ
ミュレーションをより簡単に行うことができます。
Early Reflections
parameters

Balance
ER/Reverb slider

Mix slider
and field

Reverb parameters

GoldVerb のインターフェイスは 4 つの領域に分けられます：
• 初期反射パラメータ：原音信号について、実際の部屋の壁、天井、床で反射されたときの初期反射音をエミュ

レートするために使います。228 ページの GoldVerb の初期反射パラメータを参照してください。
• リバーブパラメータ：拡散残響を制御します。229 ページの GoldVerb のリバーブパラメータを参照してくだ

さい。
• 「Balance

ER/Reverb」スライダ：ドラッグして、初期反射音とリバーブ信号のバランスを設定します。 スライ

ダがどちらかの極値にある場合、他方の信号は聞こえません。
• 「Mix」スライダ／フィールド： エフェクト（ウェット）信号と直接（ドライ）信号とのバランスを指定します。

GoldVerb の初期反射パラメータ

GoldVerb には、以下の初期反射パラメータがあります。

GoldVerb の初期反射パラメータ
• 「Predelay」スライダ／フィールド：ドラッグして、原音信号の開始から初期反射音が到着するまでの時間間隔
を設定します。
• 短すぎる設定：音色が変わり、信号源の位置が特定しにくくなります。
• 長すぎる設定：不自然なエコーに聞こえ、原音信号と初期反射音とが完全に離れて間が生じることもあります。
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• 最適な設定：入力信号の種類（より正確にはエンベロープ）によって異なります。パーカッシブな信号であれ

ば、通常は「Predelay」の長さを信号よりも短くし、アタックが徐々にフェードインするように設定する必要が
あります。最も良い設定方法は、
「Predelay」をできるだけ長くしてみて、音響エコーなどの副作用が生じ始
める地点を調べます。この状態に達したら「Predelay」の設定を若干短くします。
• 「Room

Shape」スライダ／フィールド：ドラッグして、部屋の幾何学的な形状を設定します。 3 〜 7 の数値

は、部屋の角の数を表します。グラフィックディスプレイには、この設定が視覚的に表示されます。
• 「Room

Size」スライダ／フィールド：ドラッグして、部屋の大きさを設定します。 数値は部屋の壁の長さ

（2 つの角の間の距離）を表します。
• グラフィックディスプレイ：「Room

Size」パラメータと「Room Shape」パラメータを調節するときに、部屋の

変化を確認できます。
• 「Stereo

Base」スライダ／フィールド：ドラッグして、シミュレートする部屋で信号をキャプチャするために使用

する 2 つの仮想マイクの間の距離を設定します。
参考：一般に、マイク間の距離を人の両耳の間の距離よりもやや長くすると、最もリアルで良い結果が得られま
す。このパラメータは、エフェクトのステレオインスタンスのみで使用可能になります。

GoldVerb のリバーブパラメータ

GoldVerb には、以下のリバーブパラメータがあります。

GoldVerb のリバーブパラメータ
• 「Initial Delay」スライダ／フィールド：ドラッグして、原音信号と拡散したリバーブテイルとの時間間隔を設定
します。 自然で違和感のないリバーブを作るには、初期反射音とリバーブテイルの間をできるだけ切れ目なくス
ムーズにする必要があります。初期反射音とリバーブテイルの切れ目が目立たなくなるように、「Initial

Delay」

パラメータを設定してください。
• 「Spread」スライダ／フィールド：ドラッグして、リバーブのステレオイメージの幅を制御します。

0 ％では、モ

ノラルのリバーブが生成されます。200 ％では、ステレオベースが人工的に拡張されます。
• 「High

Cut」ノブ／フィールド： 回して、リバーブ信号からフィルタ除去する高周波のしきい値を設定します。こ

の値よりも高い周波数が除去されます。 でこぼこした面や吸収性の面（壁紙、ウッドパネル、カーペットなど）
は、高い周波数よりも低い周波数を反射する傾向があります。「High
「High

Cut」フィルタは、この効果を模倣します。
Cut」フィルタを最大値に設定すると、石材やガラスで反響したようなリバーブになります。

• 「Density」ノブ／フィールド： 回して、拡散したリバーブテイルの密度を制御します。 通常、信号はできるだ

け高い密度に設定されます。ただし、「Density」の値を高く設定すると、まれにサウンドに影響が出る場合が
あります。この場合、
「Density」ノブの値を下げれば解決できます。逆に、
「Density」の値を低くしすぎると、
リバーブテイルが荒々しく聞こえます。
• 「Reverb Time」ノブ／フィールド： 回して、リバーブレベルが

60 dB 下がるまでの時間を設定します。この
1 〜 3 秒と短めになります。リバーブ

時間はよく「RT60」と呼ばれます。一般的な部屋では、リバーブ時間は

時間は、カーペットやカーテンなどの吸収性の面や、ソファ、肘掛け椅子、戸棚、机などの音を通さない家具に
よって減少します。広くて障害物がないホールや教会でのリバーブ時間は

8 秒にもなり、洞窟や大聖堂のような

場所はこの値をさらに上回ります。
• 「Di∂usion」スライダ／フィールド（拡張パラメータ領域）
：リバーブテイルの拡散を設定します。「Di∂usion」

の値を高くすると密度が均一化され、拡散したリバーブ信号全体でレベル、時間およびパノラマ位置がほとんど
変動しなくなります。「Di∂usion」の値を低くすると、反響の密度が、不均一に、粗くなります。これはステレ
オスペクトラムにも影響します。「Density」と同様、信号に最適なバランスを見つけてください。
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Guitar Amp Pro
Guitar Amp Pro の概要

Guitar Amp Pro は人気の高いギターアンプのサウンドと、それらで使用されるスピーカーをシミュレートします。
ギターの信号を直接処理して、数々の高品質なギター・アンプ・システムを通じて演奏したギターのサウンドを再現
することができます。Guitar

Amp Pro は、サウンドのデザインや処理の実験にも利用できます。これは別の音源

にも使うことができるため、たとえばギターアンプの音響特性をトランペットやボーカルのパートに適用することも
可能です。
アンプ「モデル」は、アンプ、スピーカーキャビネット、EQ の種類、マイクの種類で構成されています。インター
フェイス上部のポップアップメニューを使って、各種のアンプやキャビネットなどを独自に組み合わせることができま
す。マイクの位置と種類は、左右の黄色い領域で選択します。また、Guitar

Amp Pro は、リバーブ、ビブラート、

トレモロなどの従来のギター・アンプ・エフェクトもエミュレートしています。
「設定」ポップアップメニューを使って、新しい組み合わせのアンプコンボを設定ファイルとして保存できます。この
設定ファイルには、パラメータの変更内容も含まれます。

Guitar Amp Pro ウインドウは、複数のパラメータセクションに分かれています。
Amp section

Microphone
Position section

Effects section

Microphone
Type section

• アンプセクション：上部にあるモデルパラメータを使って、アンプ、EQ モデル、スピーカーの種類を選択します。

Guitar Amp Pro のアンプモデル、Guitar Amp Pro のキャビネットモデル、および Guitar Amp Pro の EQ
を参照してください。V 字型に配置されているノブは、トーン、ゲイン、レベルの設定に使います。Guitar Amp
Pro のアンプモデルを参照してください。
• エフェクトセクション：内蔵のトレモロ、ビブラート、およびリバーブエフェクトを操作するパラメータがあります。

233 ページの Guitar Amp Pro のエフェクトを参照してください。
• 「Microphone

Position」セクションおよび「Microphone Type」セクション：これらのセクションでは、マ
Amp Pro のマイクパラメータを参照してください。

イクの位置と種類を設定できます。233 ページの Guitar

• 「Output」スライダ：
「Output」スライダは、エフェクトセクションの下、インターフェイス最下部にあります。

これは

Guitar Amp Pro の最終レベルコントロールとして機能し、「スピーカー裏の」音量コントロールのよう

なもので、チャンネルストリップの次のプラグインスロットや、
「Output」チャンネルストリップに送られる出力の
レベルを設定するのに使用します。
参考：このパラメータは「Master」コントロールとは別のもので、2 つの目的で使用されます。1 つにはサウン
ドデザインのため、もう 1 つにはアンプセクションのレベルを制御するためです。
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Guitar Amp Pro のアンプモデル

インターフェイスの最上部近くにある「Amp」ポップアップメニューから、アンプのモデルを選択できます。
アンプモデル
•

UK Combo 30W：サウンドに癖がなく、クリーントーンや張りの良いリズムパートに適しています。

•

UK Top 50W：高周波数域が強いため、クラシカルなロックサウンドに適しています。

•

US Combo 40W：クリーンなサウンドのアンプモデルです。ファンクやジャズのサウンドに適しています。

•

US Hot Combo 40W：高い中周波数域が強調されるため、ソロのサウンドに理想的なモデルです。

•

US Hot Top 100W：このアンプでは、「Master」設定が低くなっていても非常に厚いサウンドを出せるため、
広がりのある「活気にあふれた」サウンドに仕上がります。

•

「Presence」パラメータをゼロにセットすると、スムーズなフュージョンのリードサウンドに適し
Custom 50W：
たアンプモデルとなります。

•

：ロックミュージックでは 1960 年代からからほぼ原型のまま使われてきた、ク
British Clean（GarageBand）
ラシックなブリティッシュ A 級コンボをシミュレートします。このモデルは、
クリーントーンや張りの良いリズムパー
トに適しています。

•

British Gain（GarageBand）：ブリティッシュ・チューブ・ヘッドのサウンドをエミュレートし、ロック風のパワ
フルなリズムパートや、サスティンが豊富なリードギターに適しています。

•

American Clean（GarageBand）：クリーントーンや張りの良いサウンドに使われる、伝統的なフル・チュー
ブ・コンボをエミュレートします。

•

American Gain（GarageBand）：現代的なハイゲインヘッドをエミュレートしているため、ディストーション
のかかったリズムやリードのパートに適しています。

•

Clean Tube Amp：ゲインが非常に低いチューブ・アンプ・モデルをエミュレートします（ディストーションは
入力レベルや「Gain」／「Master」設定を大幅に上げた場合にのみ発生します）。

Guitar Amp Pro のキャビネットモデル
スピーカーキャビネットは、選択したアンプから引き出せるトーンの種類に大きく影響する場合があります。スピー
カーパラメータは、インターフェイスの最上部近くにあります。
スピーカーキャビネットのパラメータ
• 「Speaker」ポップアップメニュー：15 種類のスピーカーモデルから 1 つ選択できます。
•

UK 1 × 12 open back：12 インチスピーカーを 1 個搭載したクラシックなオープン型スピーカーボックス
で、偏りがなく、バランスに優れ、多機能です。

•

UK 2 × 12 open back：12 インチスピーカーを 2 個搭載したクラシックなオープン型スピーカーボックス
で、偏りがなく、バランスに優れ、多機能です。

•

UK 2 × 12 closed：低周波数域でのレゾナンスが豊かなため、コンボに適しています。低い「Bass」コン
トロール設定にすると、張りの良いサウンドにもなります。

•

UK 4 × 12 closed slanted：オフセンターのマイクと一緒に使用すると、面白い中周波数域が得られるた
め、ハイゲインのアンプとの組み合わせに適しています。

•

US 1 x 10 open back：低周波数域でのレゾナンスがそれほど大きくありません。ブルース用のハーモニカ
で使用するのに適しています。

•

US 1 x 12 open back 1：オープン型のアメリカン・リード・コンボで、12 インチスピーカーを 1 個搭載し
ています。

•

US 1 x 12 open back 2：オープン型のアメリカン・クリーン／クランチ・コンボで、12 インチスピーカーを
1 個搭載しています。

•

US 1 x 12 open back 3：オープン型のアメリカン・クリーン／クランチ・コンボの別タイプです。12 インチ
スピーカーを 1 個搭載しています。

•

US broad range：クラシックなエレクトリック・ピアノ・スピーカーをシミュレートします。
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•

Analog simulation：有名なブリティッシュ真空管プリアンプの内部スピーカーをシミュレートします。

•

：12 インチスピーカーを 1 個搭載した、オープンバック型のブリティッシュ A 級
UK 1 x 12（GarageBand）
真空管アンプです。

•

：12 インチのスピーカー（ブラックシリーズ）を 4 個搭載したクラシックなクロー
UK 4 x 12（GarageBand）
ズ型スピーカーボックスで、ロックに適しています。

•

：オープン型のアメリカン・リード・コンボで、12 インチスピーカー
US 1 x 12 open back（GarageBand）
を 1 個搭載しています。

•

：クローズ型ベースリフレックスのキャビネットで、12 インチスピー
US 1 x 12 bass reﬂex（GarageBand）
カーを 1 個搭載しています。

•

DI-Box：このオプションを使うと、スピーカー・シミュレーション・セクションがバイパスされます。

• アンプ−スピーカー・リンク・ボタン：
「Amp」ポップアップメニューと「Speaker」ポップアップメニューの間

にあります。これらのポップアップメニューをリンクさせ、アンプモデルを変更した場合にそのアンプに関連付け
られたスピーカーが自動的に読み込まれるようにします。

Guitar Amp Pro の EQ

「EQ」ポップアップメニューとアンプ−

EQ リンクボタンは、インターフェイスの最上部近くにあります。

EQ パラメータ
• 「EQ」ポップアップメニュー：
「British1」、「British2」、「American」、および「Modern」 EQ モデルがあり
ます。EQ モデルごとに固有の音質があり、アンプセクションの「Bass」、
「Mids」、および「Treble」ノブの応
答方法に影響します。
• アンプ−

EQ リンクボタン：「Amp」ポップアップメニューと「EQ」ポップアップメニューの間にあります。これ
EQ モデル

らのポップアップメニューをリンクさせ、アンプモデルを変更した場合にそのアンプに関連付けられた
が自動的に読み込まれるようにします。

アンプモデルは、モデルごとに関連付けられたスピーカーと EQ モデルを備えています。アンプ、スピーカー、お
よび

EQ 設定のデフォルトの組み合わせによって、有名なギターサウンドが再現されます。どのスピーカーや EQ

モデルでも、2 つのリンクボタンをオフにすることで、任意のアンプと組み合わせることができます。

Guitar Amp Pro のアンプコントロール

インターフェイスの上半分に、左から右に向かって「Gain」、「Bass」、「Mids」、「Treble」、「Presence」、およ
び「Master」ノブが V 字型に並んでいます。
アンプパラメータ
• 「Gain」ノブ：入力信号に適用するプリアンプ処理の度合いを設定します。このコントロールによるエフェクトは、

どのアンプモデルを選択するかによって異なります。たとえば、
「British

Clean」アンプモデルを使用している場
Gain」アンプま

合は、「Gain」設定を最大にすると力強く張りの良いサウンドを出すことができます。「British
たは「Modern

Gain」アンプを使用している場合は、同様の「Gain」設定でも強いディストーションが生じる

ため、リードパートのソロに適しています。
• 「Bass」ノブ、
「Mids」ノブ、「Treble」ノブ：EQ モデルの周波数域のレベルを調整します。実物のギターア

ンプにあるトーンコントロールのノブに似ています。
• 「Presence」ノブ：高周波数域のレベルを調整します。
「Presence」パラメータは、Guitar

Amp Pro の出力

（「Master」）段階にのみ影響します。
• 「Master」ノブ：アンプのスピーカーへの出力音量を設定します。通常、真空管アンプでは「Master」レベ

ルを上げると、より厚みのある飽和したサウンドとなり、信号がさらに歪んで力強く（音量が大きく）なります。
「Master」を高く設定すると出力が極端に大きくなり、
スピーカーや聴覚を損なうおそれがあります。「Master」
レベルは徐々に上げるようにしてください。Guitar

Amp Pro では、「Master」パラメータで音質特性を調整

し、最終出力レベルはインターフェイス下部にある「Output」パラメータで設定します。

付録

レガシーエフェクト

232

Guitar Amp Pro のエフェクト
エフェクトパラメータにはトレモロ、ビブラート、リバーブがあり、多くのアンプに見られるプロセッサをエミュレート
しています。
ポップアップメニューを使って、トレモロ（サウンドの振幅または音量をモジュレート）またはビブラート（ピッチをモ
ジュレート）のどちらか一方を選択できます。
リバーブはトレモロまたはビブラートエフェクトのいずれかに追加することも、単独で使うこともできます。
エフェクトを使用または調整するには、まず対応する左側のオンボタンをクリックしてオンにする必要があります。オン
にすると、オンボタンは赤くなります。
参考：信号経路内では、「Presence」および「Master」コントロールよりも前に位置するエフェクトセクションが、
プリアンプされた（マスター前）信号を受け取ります。
トレモロおよびビブラートのパラメータ
• オン／オフボタン：トレモロまたはビブラートエフェクトのオン／オフを切り替えます。
• 「FX」ポップアップメニュー：トレモロまたはビブラートのどちらかを選択できます。
• 「Depth」ノブ：モジュレーションの強さを設定します。
• 「Speed」ノブ：モジュレーションの速度をヘルツ単位で設定します。低めに設定にすると滑らかで浮遊感のある

サウンドになり、高めに設定にすると回転翼の音のような効果を生み出します。
• 「Sync」ボタン：
「Sync」ボタンがオンになっている場合は、モジュレーションの速度がプロジェクトのテンポと同

期します。「Speed」ノブを調整して、小節、拍、および音符の値（3 連符や付点音符も含まれます）を選択でき
ます。「Sync」ボタンがオフになっている場合は、「Speed」ノブでモジュレーションの速度の値を設定できます。
「Reverb」パラメータ
• オン／オフボタン：リバーブエフェクトのオン／オフを切り替えます。
• 「Reverb」ポップアップメニュー：3 種類のスプリングリバーブから 1 つを選択します。
• 「Level」ノブ：回して、プリアンプ処理されたアンプ信号にかけるリバーブの量を設定します。

Guitar Amp Pro のマイクパラメータ

「Speaker」メニューでスピーカーキャビネットを選択した後は、エミュレートするマイクのタイプと、スピーカーに対
するマイクの位置を指定できます。「Microphone

Position」パラメータは左側の黄色い領域で、「Microphone
Type」パラメータは右側の黄色い領域で使うことができます。

「Microphone Position」のパラメータ
• 「Centered」ボタン：マイクがスピーカーコーンの中央（軸上とも呼びます）に配置されます。この配置の場合、

より豊かで力強いサウンドを生み出せるため、ブルースやジャズのギターの音に適しています。
• 「O∂-Center」ボタン：マイクがスピーカーの端（軸外とも呼びます）に配置されます。この配置では、
明るくシャー

プでありながら線の細いトーンを生み出せるため、切れのあるロックや R ＆ B のギターパートに適しています。
いずれかのボタンを選択すると、グラフィック表示のスピーカーに選択内容が反映されます。
「Microphone Type」のパラメータ
• 「Condenser」ボタン：スタジオ用コンデンサマイクのサウンドがエミュレートされます。コンデンサマイクのサウ

ンドは、きめ細かく、透明で、バランスも取れています。
• 「Dynamic」ボタン：カージオイド型指向性を持つダイナミックマイクのサウンドがエミュレートされます。このマ

イクのサウンドは、「Condenser」モデルと比べると、より明るくて切れがあります。また、低中域の周波数がそ
れほど強調されていないため、ロックギターの音をマイキングするのに適しています。
ヒント：両方のマイクタイプを組み合わせると非常に面白いサウンドになります。ギターのトラックを複製し、両方
のトラックにインサートエフェクトとして Guitar Amp Pro を挿入します。違うタイプのマイクを各 Guitar Amp
Pro インスタンスで選択し、そのほかのパラメータ設定はすべて同一のままにして、トラックの信号レベルをミック
スします。ほかのパラメータを変更することもできます。
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Silver Compressor
Silver Compressor は、Compressor プラグインの簡易版です。74 ページの Compressor を使うを参照してく
ださい。

Silver Compressor のパラメータ
• 「Gain Reduction」メーター： 圧縮の量がリアルタイムで表示されます。
• 「Threshold」スライダ／フィールド：ドラッグしてしきい値レベルを設定します。しきい値を上回る信号のレベ

ルは低減されます。
• 「Attack」ノブ／フィールド： 回して、信号がしきい値を超えてから Silver

Compressor が作用するまでの時

間を設定します。
• 「Release」ノブ／フィールド： 回して、信号がしきい値を下回ってから Silver

Compressor が信号の低減を止

めるまでの時間を設定します。
• 「Ratio」スライダ／フィールド：ドラッグして、しきい値を超える場合に信号を低減させる比率を設定します。

Silver Gate
Silver Gate は、Noise Gate プラグインの簡易版です。84 ページの Noise Gate を使うを参照してください。

Silver Gate のパラメータ
• 「Lookahead」スライダ／フィールド：ドラッグして、Silver Gate がすばやくピークレベルに対応できるよう、
入力信号をどこまで先読みするかを指定できます。
• 「Threshold」スライダ／フィールド：ドラッグしてしきい値レベルを設定します。しきい値を下回る信号のレベ

ルは低減されます。
• 「Attack」ノブ／フィールド： 回して、
信号がしきい値を超えてからゲートが完全に開くまでの時間を設定します。
• 「Hold」ノブ／フィールド： 回して、
信号がしきい値を下回ってからゲートを開いたままにする時間を設定します。
• 「Release」ノブ／フィールド： 回して、信号がしきい値を下回ってからゲートが完全に閉じるまでの時間を設定

します。
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