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はじめに
SONUSCORE の「THE ORCHESTRA」にようこそ！

この Kontakt Player ライブラリは、シンフォニック・オーケストラのベーシックな楽
器セクションとアーティキュレーションを収録した、完全マルチサンプル・オーケスト
ラ・ライブラリです。

各社のオーケストラ・ライブラリがますます複雑になるにつれ、私たち SONUSCORE
は、できるだけ簡単な操作で良いアレンジを制作することをテーマとしたライブラリの
必要性を感じ、このライブラリを制作しました。

Ensemble Engine（アンサンブル・エンジン）によって簡単にオーケストラのカラー
を組み合わせたり、演奏可能な楽器コンビネーションによってロードしてすぐスケッチ
やレイヤーを書くことができます。そしてたったひとつのパッチで、アイデアを細かく
書くこともできます。

このライブラリの可能性をより深く理解したい方は、www.sonuscore.com でチュー
トリアル（英語）をチェックしてください。
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インストゥルメント
インストゥルメントとアーティキュレーションのリスト

Staccato Sustain 
(Poly)

Marcato Legato Tremolo Pizzicato

Strings

Violin I ○ ○ ○ ○ ○ ○

Violin II ○ ○ ○ ○ ○ ○

Violas ○ ○ ○ ○ ○ ○

Celli ○ ○ ○ ○ ○ ○

Basses ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brass

4 Horns ○ ○ ○ ○   

3 Trumpets ○ ○ ○ ○   

3 Trombones ○ ○ ○ ○   

Low Brass 
(Tuba & Bass 
Trombone)

○ ○ ○    

Woodwinds

Flute ○ ○ ○ ○   

Oboe ○ ○ ○ ○   

Clarinet ○ ○ ○ ○   

Bassoon ○ ○ ○ ○   

Contrabassoon ○ ○ ○    

Men and Woman sustain (Ah, Oh)
Staccato (11 syllables)

Percussion & Harp
Concert Harp (plucked), Timpani, Tubular Bells, Suspended Cymbals, Gran 
Cassa, Snare Drum, Tam Tam, Piatti, Drum Ensemble, Taikos

Choir (Bonus)
Men and Women Sustain (Ah, Oh), Staccato (11 Syllables)
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KONTAKT インストゥルメントとマルチ
「THE ORCHESTRA」には「Instruments」（インストゥルメント）と「Multis」（マルチ）
が用意されています。

Instruments フォルダの直下にはアンサンブルのパッチが用意されています。そして
サブフォルダには、オーケストラ・セクション毎にキースイッチのパッチとシングル・
アーティキュレーションのパッチが用意されています。

Multis フォルダには、すぐに使えるフル・オーケストラ・マルチの 3 つのサブフォル
ダが用意されています。これらのマルチは、アイデアや楽器レイヤー、ライブ・パフォー
マンスを素早くスケッチするのに最適ですです。
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オーケストラ・アンサンブル
アンサンブル・エンジンは「THE ORCHESTRA」の心臓部です。ここでは、複数の楽
器を最小限のロード時間で自由に組み合わせ、同時に演奏することができます。最大 5
つのインストゥルメントを独立したスロットにロードすることができます。これらのイ
ンストゥルメントは、5 つのアルペジエーターとエンベロープのいずれかを使ってトラ
ンスポーズしたり、アニメートすることもできます。このインストゥルメントはオリジ
ナルの作品を刺激し、アレンジを記入するために必要なものをすばやく提供するように
設計されています。

MAIN タブ

MAIN タブには、アンサンブルを構築するためのベーシックなコントロールが用意さ
れています。
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インストゥルメント・ブラウザ

MAIN タブで Instrument Slot をクリックすると、上図のインストゥルメント・ブラ
ウザが表示されます。ここでは、用意されてるスロットにアーティキュレーションを
ロードすることができます。既にロードされているアーティキュレーションをアンロー
ドしたい場合は、右下にある「Empty Slot」ボタンをクリックします。

オクターブ・シフト

Instrument Slot の隣にある Octave Shift （オクターブ・シフト）ノブ：左
図では、クリック＆上下ドラッグ操作によって、前述のインストゥルメント・
ブラウザでロードしたアーティキュレーションのオクターブを変更すること
ができます。この機能は楽器のオクターブ・ダブリングに便利です。

エンジン・スロット

ここでは、各インストゥルメントにエンジン・モジュール
を割り当てることができます。エンジン・モジュールは 5
種類（Arpeggiator 1-3, Evelope 1-2）用意されています。
デフォルトではモジュールが割り当てられていません。こ
れは、モジュレーション・ホイールまたはベロシティでダ
イナミクスをコントロールできるようにするためです。モ

ジュールが割り当てられている場合、リズムやダイナミクスの挙動は割り当てたモ
ジュールの設定内容に依存します。

Arpeggiator 1-3 は シ ョ ー ト 系 ア ー テ ィ キ ュ レ ー シ ョ ン（Staccato、Marcato、
Pizzicato）に割り当てることができ、Evelope 1-2 はロング系アーティキュレーショ
ン（Sustain、Tremolo）に割り当てることができます。割り当てると右側にアイコ
ンが表示されます。またこのアイコンは、モジュールがアクティブでノートがトリガー
された際に点灯して移動します。モジュールの詳細については、「ENGINE タブ」をご
参照ください。
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プリセット・セレクション

「THE ORCHESTRA」ロゴの直下にはプリセット・セレクションが用意されています。
プリセット・タイトルの両脇にある矢印ボタンをクリックすることで、内蔵プリセット
を前後に切り替えることができます。現在選択されているプリセットのタイトルをク
リックすると、下図のプリセット・ブラウザが開きます。

プリセットは 3 つのカテゴリに分類され、ブラウザの上部で切り替えることができます。

「Orchestral Colors」は、エンジン・モジュールを使用せずに、キーボードでの演奏
に便利な、オーケストラ楽器のコンビネーションです。

「Orchestral Rhythms」は、個々のオーケストラ・セクションまたはコンビネーショ
ンされたオーケストラ・セクションのリズミカルなパターンが用意されています。

「Animated Orchestra」は最も複雑なプリセットで、エンジン・モジュールを使用し
てカラフルなアレンジとパターンを生成します。

ページの下部では、矢印を使用してプリセットのページを切り替えることができます。 
プリセット・ブラウザを閉じたい場合は、左下にある X ボタンをクリックするか、選
択したプリセットをダブルクリックします。
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各楽器の演奏範囲は、実際の楽器の音域よりも後ろに設定されていますが、演奏範囲は
プリセット毎に自由に変更できます。演奏範囲は、Kontakt のキーボード・ディスプ
レイで青色で表示されます。アニメーション・プリセットは Kontakt のキーボード・ディ
スプレイで緑色に表示されており、中央 C（ド）周辺の 2 オクターブの範囲に最適化
されています。
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ENGINE タブ
ENGINE タブでは、「THE ORCHESTRA」に用意されている様々なモジュールをコン
トロールできます。

「THE ORCHESTRA」には大きく分けて 2 種類のモジュールが用意されています。
Arpeggiator（アルペジエーター）と Envelopes（エンベロープ）です。ショート・ノー
トは Arpeggiator（アルペジエーター）が使用でき、ロング・ノートには Envelopes

（エンベロープ）が使用できます。

アルペジエーターは 3 つの用意されていますが、どれも機能は同じです。またエンベロー
プは 2 つ用意されていますが、どれも機能は同じです。

各モジュールの下部はスピード・コントロールが用意されています。
ここでは、全てのモジュールのスピードを一度にアップ／ダウンで
きます。これは、ホストのテンポが非常に速い場合や遅い場合に特
に便利です。

アルペジエーター

アルペジエーター・モジュールは 2 つの要素：上部の ARPEGGIATOR コントロール
と下部の下部の RHYTHM コントロールで構成されています。 General（ジェネラル）
コントロールは演奏されたノートの上下の動きをコントロールすることができ、リズ
ム・ステッパーはリピテーションとリズムをコントロールすることができます。

ARPEGGIATOR コントロール・モジュール

On/Off: このモジュールの On/Off を切り替えます。

Note Order: 演奏されたノートをアルペジオする順番を決めます。All (Chord) にす
ると、演奏されたすべてのノートがリズミカルに演奏されるようになります。

Rate: アルペジオするノートの速さをノート単位で調整します。
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Transpose: アルペジオのパターンを半音単位でトランスポーズします。

Octave: Repeats the played notes after the first turn one or two octaves 
above or below 最初のターンの 1 〜 2 オクターブ上または下の演奏後に演奏された
音符を繰り返します

Time Signature: アルペジオのパターンの拍子（＝）を設定します。設定した内容は、
後述する Bar Reset とステッパーの解像度に影響します。

Bar Reset: On にすると、設定した拍子の 1 小節後にアルペジオのパターンが繰り返
されます。x2 ボタンを有効にすると、2 小節の後にパターンが繰り返します。 これは、
時間の経過とともにパターンがランダムにずれるのを防ぎます。

Note Selection: 演奏されたノートを全て鳴らすかを決めます。この機能により、演
奏されたコードの最低、最高、または中央のノートだけを鳴らすことができます。ベー
ス・セクションの響きが濁ることを防いだり、複数の楽器でコードを鳴らす際に、度の
楽器で何を鳴らすかを慎重に決めるために使用します。

Swing: アルペジオのパターンに、徐々にスウィング感を与えます。

Repeat: 1 つまたは複数のノートを、次のノートに移動する前に繰り返します。

Rhythm Stepper

Rhythm ON/OFF: リズムステッパーの ON/OFF を切り替えます。OFF にすると、全
てのノートが同じベロシティーで再生されます。

Steps: 選択した拍子記号内のステップの量を調整します。

Rhythm Step-Sequencer: アルペジエーターに独自のリズムを作れます。シングルス
テップ値を設定する場合にクリックします クリックしてドラッグすると、複数のステッ
プ値を書くことができます。右クリックしてドラッグして直線を描きます。リズムのダ
イナミクス・コントロールはモジュレーション・ホイールで行います。

Copy/Paste: あるモジュールから別のモジュールにステップパターンをコピー＆ペー
ストできます。

Normal: ステップ値 0 はベロシティ値 0 で再生されます。

Skip: 値 0 のステップはスキップされ、次のアクティブステップでそれぞれのノートが
鳴ります。
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エンベロープ

この Envelope（エンベロープ）では、サスティンノートに対してダイナミックシェ
イプを設定できます。エンベロープの形状は画面上でマウスを左クリック＆ドラッグす
ると自由に描画できます。右クリック＆ドラッグで直線を描くことができます。追加コ
ントロールでは、必要に応じてエンベロープを調整することができます。

Envelope On/Off：モジュール全体をオンまたはオフにします。

Length：描画するエンベロープの長さを小節単位で指定します。

Time Signature：拍子を設定します。拍子はエンベロープの長さに直接影響します。

Note Selection：コードのノートの全てを鳴らすかどうかを選択します。演奏された
コードの最低（lowest）、最高（highest）、または中央（middle）の音符だけを演奏
することができます。これは、オーケストラのコードが低音部分によって濁ることを防
ぎ、複数の楽器で慎重にコードを重ねたい場合に使用します。

Retrigger On/Off：オンにすると、サスティンのノートオン時にエンベロープが先頭
からトリガーされます。 オフにすると一定のループでエンベロープがトリガーされま
す。
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MIXER タブ

ミキサー・タブでは、さまざまなスロットの音量バランスとサウンドキャラクターが調
整できます。マスターエフェクトも使用可能です。

チャンネル・ストリップ

ロードされた楽器の名前は、小さなチャンネル・ストリップの最上部に表示されます。

Solo/Mute：スロットをソロ／ミュートできます。

Pan：ステレオのフィールドで、楽器の定位を調整します。（注：全ての楽器はオーケ
ストラの伝統的なシートポジションで収録されているので、基本的にはパンを調整する
必要はありません。）

Fader：スロットの音量を上下できます。 Windows では Ctrl + クリック、Mac では 
Cmd + クリックすると値が 0dB にリセットされます。

Reverb：搭載されているコンボリューション・リバーブのセンドレベルを調整します。 
このコントロールでは、各インストゥルメントのリバーブ量を調整できます。 -inf dB
に設定すると、マスター・リバーブはそのスロットに影響しなくなります。このように
して、オーケストラの距離感を調整できます。
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マスター・エフェクト

Equalizer：このインストゥルメント用に特別に用意された 2 つのマスター EQ 設定（プ
リセット）を選択します。

Compressor：コンプレッサーのスレッショルド（閾値）とメイクアップゲインでで
楽器のダイナミクスを調整します。

Reverb：10 種類の伝説的なエフェクト・プロセッサーによる高品質なインパルスレ
スポンスを使った、マスターコンボリューションリバーブです。左側のメニューでイン
パルスレスポンスを選択し、ミックスコントロールでリバーブのセンドリターンレベル
を調整します。
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シングル・インストゥルメント

キースイッチ・インストゥルメント
キースイッチ・インストゥルメントには、「All Articulations」（全てのアーティキュレー
ション）というラベルが付けられています。このラベルが付いた楽器では、キースイッ
チによってアーティキュレーションを切り替えできます。したがって、1 つのインスタ
ンスで全てのアーティキュレーションが使用できます。

アーティキュレーション選択

インターフェイス下部には使用可能なアーティキュレーションが表示されます。アー
ティキュレーションをアクティブにするには、そのアーティキュレーションをクリック
するか、最下位オクターブ（C0 〜 B0）の上に表示されているノート（キースイッチ）
を打鍵します。

マルチ・キースイッチ

複数のアーティキュレーションをレイヤーしたい場合は、複数のキースイッチノートを
同時に打鍵します。

サンプルの解放

下の on/off スイッチでアーティキュレーションをオフにすると、そのアーティキュ
レーションのサンプルが RAM から解放されます。

リバーブ

コンボリューションリバーブをオン / オフできます。メニューでイン
パルスレスポンスを選択し、ミックスコントロールでウェットシグナ
ルの量を調整することもできます。
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イコライザ

イコライザーをオン / オフします。このイコライザーには、各インス
トゥルメント用に調整された周波数と Q 値による 2 つ設定が用意さ
れています。低いコントロールでより暖かみと低音を加え、高いコン
トロールでサウンドに輝きを与えます。

シングル・アーティキュレーション
シングル（単一）アーティキュレーションは本ライブラリで使用可能な最も小さな単位
のパッチで、1 つのパッチにつき、1 つのアーティキュレーションだけが使用できます。

ノンピッチ・パーカッション
ライブラリの構成をシンプルにするために、ノンピッチ系パーカッションは 1 つのパッ
チにまとめられています。オクターブ単に毎に異なる楽器がマッピングされます。ノー
トが再生されると、ユーザーインターフェイスの下半分にインストゥルメントの名前が
表示されます。

マッピング表
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マルチ
Multis（マルチ）は複数のプリセット／楽器を組み合わさった、瞬時にあらゆる楽器
が演奏可能な巨大パッチです。Ensemble インストゥルメントのプリセットと同じカ
テゴリにソートされます。素早くスケッチしたい場合に最適な、オーケストラ楽器の組
み合わせです。

オーケストラ・リズムとアニメーション・オーケストラ・マルチは、演奏されたノー
トから生成されるリズムとパターンを持っています。それらの多くは収録アーティキュ
レーションのレイヤーによるものなので、メロディーはオーケストラのリズムの上で演
奏できます。
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