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プレゼンテーション
第1部（11:00 ～12:00）
 1. この1年の取組み  …………………………………………………………… Chuck D1
 2. CdSで周波数変調するConductive Synth …………denha’s channel （なお） A5
 3. アナログリズムマシンの改造について  ………………………………………せんとれ A4   
 4. ポリフォニックモジュラーシンセの操作を容易にする集中制御モジュール ……オルム A2
 5. 電子民族楽器 “STROLL-A”………………………………………………… 美村 蔵親 A3
 6. 秋月のマイコンボードで作るPCMシンセサイザー ……………………… p.igmon A1
 7. 「デュアルボイスMIDI-CV」と「シンセ用アームＵＩ」 ……………… yama（山下） D4
第2部（13:00 ～14:00）
 1. 8pinDIP 超小型MIDIシンセ音源 …………………………………… akira matsui B3
 2. DigiLogの考える直感的なインターフェイス ……………………………… DigiLog D3
 3. 応答曲線が変わるＶＣＡ  ……………………………………………………houshu C1
 指数→直線→対数まで連続的に変化します。

 4. 小規模モジュラーシンセの製作と他のモジュラーシステムとの相互接続 … 公生32+ D2
 5. Ambika 製作記（仮） ………………………………………………………………小野 C3
 6. RedLineユーロラックモジュラー概要 …………………………………… g200kg C2
 ─ コンフィギュアラブルなユーロラックモジュールの設計 ─

日時：2015年11月28日（土）11:00 ～17:00
会場：科学技術館　第３会議室
主催：アナログ震世界

 画像や映像のウェブでの公開を許可していないプレゼンテーション N9 プレゼンターの展示ブース番号

ウェブ公開版
Web edition



特別展示 D5

伝説のハンドメイドアナログシンセサイザー
オリジナル現物

　『初歩のラジオ』（誠文堂新光社）1977 年 1月号～
1978 年 3月号で連載された『ミュージック・シンセサイザー
の回路から製作，徹底ガイド』のモジュラーシンセサイザー
現物。復刻本『伝説のハンドメイドアナログシンセサイザー
～ 1970 年代の自作機が蘇る』（山下春生著）の発売を記
念して特別展示。著者山下氏のブースD4に併設。
展示協力：誠文堂新光社 MJ無線と実験編集部

p.igmon A1

マイコンボードで作るデジタルシンセサイザー
　最近のマイコンボードの処理能力は目覚ましく向上しまし
た。また、音源として使用するのに必要なパーツがほとんど
実装されています。同時発音数４０を軽くこなすマイコンボー
ドにPCMデジタルシンセサイザーを組み込みました。

オルム A2

アナログモジュラーシンセサイザー MARK1
　昨年に引き続き、モジュ
ラーシステム MARK1 の移
動に挑戦、展示します。
　MARK1はモノシンセ約 8
台分の能力を持ち、最大 4
音ポリフォニックでの演奏が
可能です。複雑なモジュレー
ションを駆使した音作りも可
能ですが、実際はポリシンセ
として使用することがほとん
ど。ですが、ポリシンセとし
て見たときには「やたらとセッティングがめんどくさい」とい
う致命的な欠点を持っています。今年はこの欠点をいくらか
でも改善すべく、masa921さんの基板による4ch VC-EG
と、4ch CV-VCAを実装しました。これにより操作性が格
段に良くなっています。

美村 蔵親 A3

電子民族楽器：STROLL-A
　STROLL-A(Accompany) は、右手でメロディを弾き、
左手で簡単な伴奏をつけて演奏できる楽器です。　普通の
ギター形キーボードは、エレキギターをモチーフにしていま
すが、STROLL-Aはシンプルな民族楽器をモチーフにして
おり、音を重ねる操作のみで、複雑な演奏はできません。
　伴奏の音をつけたいときに、左手でスイッチを押すだけ。
　左手を移動させることがないので、キーボードの両手弾き
より遥かに簡単です。
コンセプト
・ プロやステージを目指さない楽器。カッコイイ演奏をす
るための機能やエフェクトなし。気軽な演奏に。

・ 自動演奏しない楽器。（自動演奏すると、左手で伴奏
しようと思わなくなるので）マイペースな演奏に。

・ 生涯、弾き続けられる楽器。簡略化した操作インター
フェイスでの両手弾き。ボケ防止に。

ウェブサイト
http://www001.upp.so-net.ne.jp/crachica/

 2 第１５回アナログシンセ・ビルダーズ・サミット

■ 一般出展 ■ 商業出展 N9 プース番号 ※原則としてブース位置時計回りの順番に掲載しています。
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せんとれ A4

TR-606とは
　80 年代のアナログリズムマシンTR-606。優れた点も多
いのですが、TR-808のように音色調整ができず、ピッチも
ディケイも固定、モノラル出力、パラレル出力不可など欠点
もあります。私はTR-606の改造を始めました。

一号機
・ キックをTR-808 風に改造
してピッチとディケイ調整追加

・ ロータムのピッチスイープディ
ケイ調節の追加
　909キック風のサウンドが出せます。

・ シンバルのディケイ調節
・ 各音源のFX Send/Return 入出力
　５パートに外部エフェクト用のSend/Returnを追加
しました。例えば、キックのみにコンプレッサーをかけ、
TR-606内のミキサーに戻すことができます。原音とエ
フェクト音はブレンド量の調節ができます。

・ ステレオミキサー
　ヘッドフォン出力の代わりにステレオ出力を設け、内
部にステレオミキサーを追加しました。機能面では納
得のいくものが出来たものの、FX Send/Retrun 用の
ブレンダ―やミキサー回路用の追加基板のせいでケー
スが閉まりきらず、無理に閉めようとするとどこかで接
触不良が発生してしまい、まともに動かなくなるという
問題がありました。

二号機
　一号機の反省を踏まえ、二号機
では追加基板なしでの改造を行うこ
とにしました。
・ 5パートの音源のパラアウト出力
・ キック、スネア、シンバル、ク
ローズハイハット、オープンハイハットのトリガー出力

・ 各音源のロールスイッチ
　TR-606では基準となるトリガーを各音源用のON/
OFF 信号でマスクして、各音源用のトリガー信号を生
成しています。そこでロールスイッチを押したときに、マ
スク用のトランジスタをバイパスして基準トリガーをその
まま各音源部に送るよう改造することで、各音源のロー
ルを可能にしました。

・ ロータム、キックのピッチモジュレーション入力
・ Sync24、Start/Stop 信号の出力
・ 基準トリガーの出力
　基準トリガーを外部出力可能にしました。1ステップ
ごとに発生するパルス波なため、モジュラーシンセのク
ロックとして扱いやすいです。

・ 外部トリガーの入力
　スイッチ切り替えにより、基準トリガーを外部か
ら入力したトリガーに切り替えることができます。
例えば、基準トリガー出力を逓倍回路を通し外部トリ
ガーとして入力し直すことで、1ステップより細かいタイ
ミングで音源をトリガーできます。

denha's channel（なお） A5

ブレッドボードシンセ
　6回路入りシュ
ミットトリガーイ
ンバ ー タ IC の
74LS14、CdS（光
センサ）、LEDを
使った電子音ガ
ジェット。
　音を作り出す発振器１とその音に変化を与える発振器２
で構成され、それぞれの発振周期（音程）を決める抵抗器
としてCdSを用いることにより様々な光の変化で電子音が
飛び出る。

LEDテクノバッジ
　ご当地キャラっぽい顔型 LED
バッジの LEDman、YMOテクノ
バッジ現代版のイエローテクノバッ
ジ。PICマイコンで動く新型 LED
チェイサー。クラブなどで目立ち度
をUPできるテクノアイテム。

Slothユーロラックモジュール
　今年 6月、京都で行われた京都
モジュラーシンセフェスティバルで出
品されていた同モジュールを公開資
料に基づき製作。

Conductive Synth 
　3 系統のロジック発
振器とLEDとCdS（光
センサ）を使ったドロー
ンシンセ。外部アナロ
グシーケンサをつなげ
ば同期システムにも組み
込める。アンコウのよう
に伸びたLEDを操作し
て様 な々音の変化を楽しめる。
プロフィール
　denha's channel：原田直樹　1965 年名古屋生ま
れの自称 25 歳。学生時代より電子工作、社会人になっ
てシンセいじり、近年はそれらが融合しシンセ関係工作に
没頭。YouTubeでは denha で作品動画投稿中。97 
年よりWeb サイト 電子楽器博物館 運営。http://www.
denhaku.com/　ブログ http://denhaku.blogspot.jp/
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川野 亮輔 B1

Analog2.0 と Roland 181 のインターフェース
　名著 「達人と作る　
アナログシンセサイザー
自作入門」 の著者 岩
上直樹さん（Gan さん）
が設計した Analog2.0
を 2VCO 版として製
作したアナログシンセ
サイザー（2015 年完
成） と、Roland SYSTEM-100M のキーボード Model 
181（1981 年購入）を展示します。間に合えば 181 用
の電源＆インターフェース回路を製作してつないでみます。
予定ではベンダーレバーやポルタメントも使えて、ゲートは 
GATE+TRIG が機能するハズ。現時点では回路設計まで
済んでおり、部品を手配中です…。
ウェブサイト　http://micon.arrow.jp/kawano/

suga B2

Arduino オシレーター
　Arduinoを核とした
波形テーブル方式のオ
シレーターです。実験
用として制作を始めたの
で流用できるようにシー
ルドのサイズに収めてい
ます。原稿作成時は正
弦波のみですが当日ま
でに波形切替機能、周波数可変機能を実装予定です。

エフェクター類
本文　もともとはこのギター用エフェクターの自作からこの
世界に入りました。いままで制作したものは歪ませるものば
かりですが、いくつか展示させていただきます。

akira matsui B3

世界最小クラスMIDIシンセ音源モジュール

houshu C1

９Ｖ電池で数時間動くシンセと新しいＶＣＡ
　昨年制作したもので、
お菓子の箱に入ってい
ます。単電源で動作す
るように回路を工夫しま
した。回路は Blog で
公開しています。機能
的には、シンセドラムに

なるように内部配線してあります。
　プレゼンでは、今年新しく考えた、応答を変えられるＶＣＡ
を紹介する予定です。指数 直線 対数まで連続可変です。
自己紹介
　１９８０年代、中学の電子工作部活でアナログ電子楽器
の自作を始めました。
　最近は、回路解析と考案が趣味になっており、回路シミュ
レーションで満足してしまうことが増えています。
Website : Unusual Synthesizer Circuits

http://www5b.biglobe.ne.jp/~houshu/synth/
index.html

Blog : アナログ電子楽器の回路を読む
http://houshu.at.webry.info/

　理解に困っているアナログシンセ回路があったら説明しま
すので声かけてください。

g200kg C2

ユーロラックモジュラーシンセ「RedLine」
　RedLineはユーロラック仕様のモジュラーシンセです。

　42HPサイズのケースに電源、スピーカー、マルチプルと
4HPサイズの信号処理モジュールを6台搭載しています。
　オシレータ、フィルター、エンベロープアンプ、シーケン
サー等の信号処理モジュールはARMチップを搭載した
幅 4HP(20mm)サイズの共通基板であるユニバーサルモ
ジュール (un01) のソフトウェアで実現しているため、ソフト
ウェアの書き換えによって構成を変える事が可能です。

　ユニバーサルモジュール用のコンフィギュレーションとして
以下の機能が準備されています。
＊ GO01 矩形波 / 鋸歯状波 /スーパーソーオシレーター  
＊ GF01 HP/BP/LP フィルター
＊ GE01 エンベロープアンプ
＊ GL01 エンベロープ LFO
＊ GS01 ランダムシーケンサー
ウェブサイト　http://www.g200kg.com/
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小野 仁 C3

Mutable-instruments Ambika( 改 )
　前回、前々回と出展
しましたデジタルウェー
ブ を VCF/VCA で 加
工するデジタル /アナロ
グハイブリッドシンセ、
Mutable-instruments 
Shuthi-16ポリフォニッ
ク/マルチティンバーに
パワーアップしたシン
セ、Ambika です。電
源部を改造してみまし
た。
　主なスペックは
・ 6ボイス6マルチティンバーボイス（各ボイスはパラア
ウトで出力可）

・ 1ボイスごとに2デジタルオシレーター (32アルゴリズ
ム)+サブオシレーター

・ VCF(マルチタイプのステートバリアブルフィルター )と
VCA搭載

・ 3EG、3LFO 等を使った14スロットモジュレーション
マトリックス

ひとこと
　次回はアナログシンセを作ってみたいです。

Chuck D1
　Macを買って音楽をいじったり、『トランジスタ技術』に
書いたりしてアナログシンセから離れることはなかったので
すが、いろいろとあって今年は全くといっていいほどハンダ
ゴテを握れませんでした。そういうわけで、新作はありません。
2012 年に作ったアナログ・ヴォコーダを再度展示したいと
思います。

アナログ・ヴォコーダ
　処理の流れに従って回路ブロックが分かれそのまま基板
になっており、マザーボード＋小基板 10枚という基本構成
にしてあります。マザーでは電源供給、信号の授受、出力
信号のたし算（サミング）をしています。
＜構成＞
基板０：マザーボード
基板１：マイクアンプ（含HPF）
基板２：プリアンプ
基板３：コンパンダ、サミングアンプ
基板４～１０：バンドパスフィルタ群
基板１１：おまけのスペアナ基板

公生32+ D2

自作シンセサイザー2号機
　現在製作中のユーロラック仕様のものです。構成は以下
の通りです。

VCO : 2
VCF : 1
VCA : 1
NG : 1
ADSR : 1
MIXER : 1
Voltage Processor : 1

　2号機は2015 年 10月14日より着手しました。1号機
と2号機は、電源電圧
が異なるだけでなく、大
きな差異があります。他
機種他メーカーのモ
ジュラーシステムと接続
する場合では、トリガー
／ゲートレベルに至るま
で異なるかもしれませ
ん。そのため、パッチケーブルの標準・ミニという形状の差
異だけでなく、様 な々工夫が必要であると考えます。今回は、
製作済みのモジュラーシステムとの相互乗り入れを目指しま
した。まだまだ不備も多いシステムなので、徐々に手直しし
ていくつもりでいます。
BLOG:SpyBreak 製作所

http://d.hatena.ne.jp/SpyBreak/
Web Page:SOUND REPLY!

http://www.tcp-ip.or.jp/~ped139/
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アナログシンセ・ビルダーズ・サミットの発生①
　楽器店の店頭からアナログシンセが消え、シンセサイ
ザーと言えばデジタルが当たり前、安価なＧＭ音源の普
及によってＤＴＭ人口が飛躍的に増えていた１９９４年。
それは、ISP（いわゆるプロバイダー）の参入によって一般
人がインターネットに接続できるようになった年でもありま
した。まだ検索エンジンも存在せず、情報探索は“ネット
サーフィン”と称してリンクを辿って渡り歩くのが一般的。
　そんな時代にあって、当時の儀式的手順に倣いアナロ
グ震世界の元になった個人サイトに簡単なプロフィールと
共に高校時代に作ったアナログモジュラーシンセ（『初ラ』
の『徹底ガイド』で作ったいわゆる山下シンセ）の写真
を載せて名刺代わりにしていました。
　当初はたまにネットサーフィンでそのページを見つけた
方からメールをいただく程度でしたが、１９９９年に掲示
板を設置したところ、自作経験者や自作に関心を持つ人
がじわじわと集まるようになり、入手困難部品の販売情報、
パネル加工のアイディア、製作の相談、外国のDIYer や
ガレージメーカーの情報など、アナログシンセには見向き
もしなくなった楽器業界やメディアには求めることができな
い情報交換が活発に行われました。 （つづく）



DigiLog D3

DigiLog
　デジタルとアナログの良さを併せ持つ、現代のシンセサイ
ザーを作るべく集まったチームです。高度な演奏能力を必
要とせず、誰でも楽しく良い演奏ができる楽器を目指してい
ます。

OCTA
　8つのノブのみで操
作するシリーズ。第一
弾は、シーケンサー内
蔵シンセサイザー。
　レトロフューチャー感
をコンセプトとしたデザ
インとシンプルな操作が
売りです。今後はサンプ
ラーなどのバリエーションを予定しています。

Super Euro Boy
　OCTAのユーロラック版とも言えるモジュラーシンセサイ
ザーシリーズ。モジュラーシンセサイザーの敷居を下げるた
め、入門機としてわかりやすさと手頃な価格を目指しました。
モジュラーシンセサイザーに興味があるけど、まず何を買っ
たらいいのかわからない、高くてなかなか手が出せないとい
う方にうってつけのシリーズです。

　その他、開発中のシンセサイザーを参考出展予定です。
ブースに実機がございますので、是非お試しください。
　また今後の活動等、詳細につきましてはWebsite や
Twitterで発振していきますのでよろしくお願い致します。
Website : www.digilog.tokyo
Twitter : @DigiLog_Inst

yama（山下） D4
　初めてシンセを知った時、最も魅力を感じたのは、離散
音階のキーボード楽器でありながらポルタメントができる点
でした。しかし、ポルタメントは単音楽器向きの表現なので、
ポリフォニックでは実現できず残念です。初ラの連載では、
ポルタメントも、和音(２音)もできるデュアルボイス・キーボー
ドを紹介しました。

デュアルボイス MIDI-CV 変換
　初ラ連載のデュ
アルボイス・キー
ボードを、忠実に
MIDI-CV 変換で
再現しました。
　低音優先と高
音優先の 2CVと
1GATE出力で、ソフト処理によるポルタメントとピッチベン
ドが掛けられます。（シングルボイス＋ベロシティもできます。）

アームコントローラ
　昨年紹介した
「アームテルミン」
は、オンドマルトー
ノを円形に配置し
たイメージのシン
プルな楽器です。
元来ポルタメント
楽器ですが、ピッチホールド・クオンタイズにより、キータッ
チにより離散表現も可能なっています。
　今回ＵＩとしての長所を活かし、CD/GATEを出力するア
ナログシンセ用コントローラにしました。シンセを歌わせるこ
とができます。
　先日出版した、書籍の方もよろしくお願いします。
WebSite : http://hyamasynth.web.fc2.com/
Twitter : @hhh_yama 
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伝説のハンドメイドアナログシンセサイザーオリジナル現物

 6 第１５回アナログシンセ・ビルダーズ・サミット

アナログシンセ・ビルダーズ・サミットの発生②
　その流れで、２００２年に掲示板参加者の呼び掛けで
最初のアナログシンセ・ビルダーズ・サミットが開催され
ました。集まったのは４名。秋葉原のハンバーガーショッ
プで作りかけの基板を持ち寄ってシンセ自作談義をした
り、パーツ屋巡りをするなど、ささやかなものでしたが、
シンセ自作者同士の情報交換の楽しさを実感、あっと言
う間に時間は過ぎて、次回開催を約束して解散しました。
　その後、サミットは定例化し、回を重ねるごとに規模が
拡大、電子楽器自作者の研究発表会的なイベントとして
定着して現在に至ります。
　近年は大手楽器メーカーも相次いでアナログシンセを
発売し、当サミット以外にもアナログシンセ関連のイベン
トが開催されたり、大規模イベントではアナログシンセの
出展も見掛けるようにもなりました。もはや、市場からア
ナログシンセが消えて情報飢餓状態だった９０年代とは隔
世の感があります。そしてサミット出展者にも若い世代が
増え、新しい興味の対象として捉えられているのは喜ばし
いことです。 （アナログ震世界　阿部隆人）
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駄菓子屋さんのＷＡＶＥシンセサイザー
　1977 年３月頃に発
売された画期的なアナ
ログシンセサイザーキッ
ト、ウェーブキット製「マ
イクロウェーブシンセサ
イザー」を展示します。
当初は基板のみのキット
として発売されました。
1978 年、その決定版キットが縦型モジュール風のケースを
伴って発売されました。冨田勲さんの起こしたシンセブーム
に乗って、このキットは大いに売れたようです。
　そして2014 年、まさかのウェーブシンセとの再会が。場
所は千代田区。東京の
ど真ん中にある駄菓子
屋さん。いわゆる昭和
を売り物にしたレトロ風
チェーン店ではなく、個
人営業の本物の駄菓子
屋です。その店の奥に
ウェーブシンセサイザー
の完成品が飾られていました。さっそく店主の方にお話を
伺ってみたところ、やはり僕と同じように店主が高校生時代
にキットを購入して製作したものだそう。今回、店主にご快
諾いただき、駄菓子屋さんのウェーブキット製「マイクロ
ウェーブシンセサイザー」を展示いたします。
ウェブサイト

http://ameblo.jp/rcship1/entry-11948708389.html

abe（阿部隆人） E2

自作２号機（山下モジュラーシステム）
　コラム『アナログシン
セ・ビルダーズ・サミッ
トの発生』にも書いて
いる通り、主催者的に
はこのシンセの存在が
サミットの原点になって
います。「自作シンセの
イベントを主催している
のにちっとも新しいシンセを作らない」と陰で言われている
かどうかは知りませんが、サミット開催の度に参加者から刺
激を受け、また仕事が楽器の研究に関係していることもあり、
何としても作りたいという気持ちだけは高まりつつあります。
　今年は復刻本が発行されたことだし、これを節目にこの
シンセの展示が最後になるように決意を新たにしています。
　今回は未実装機能の紹介をさせていただきます。
VCO１・２　『徹底ガイド』の仕様よりもつまみが２個多
くなっています。RANGEはオクターブ単位で切り替え
る５接点のロータリースイッチですが、実は未配線のま
まです。MODEは３接点のロータリースイッチを実装
してありますが、作った本人も何のために取り付けたの
か思い出せません（爆）。アイディア募集中（？）。

キーボード　３声分のCVを出力できる仕様になっていま
す。実はキーボードの各声部にもオクターブ切り替えの
ロータリースイッチを実装してあるのですが、やはり未
配線のままです。また、高声部のデュアルボイス機能
は故障中です。

VCO3　キーボードが３声仕様なので、VCOも３個必
要だということでパネルまで作ったのですが、実は中身
が入っていません。有言不実行の典型ですね（汗）。

　

ＡＳＢＳ年表
 参加者数 出展数
 第１回 ２００２年 ９月 １４日 東京・秋葉原 ４
 第２回 ２００３年 ５月 １７日 東京・秋葉原 ５
 第３回 ２００３年 １１月 ３０日 東京・西麻布 ８
 第４回 ２００４年 １０月 １７日 東京・三軒茶屋 １１
 第５回 ２００５年 １１月 ２６日 東京・秋葉原 １０
 第６回 ２００６年 １１月 １８日 東京・後楽 １５ （７）
 第７回 ２００７年 １１月 ２４日 東京・秋葉原 ２８ （１３）
 第８回 ２００８年 １１月 ２日 東京・秋葉原 ２８ （１２）
 第９回 ２００９年 １１月 ２１日 東京・秋葉原 ２４ （１６）
 第１０回 ２０１０年 １１月 ２０日 東京・立川 ２６ （１３）
 第１１回 ２０１１年 １１月 １９日 東京・新宿 ３４ （１４）
 第１２回 ２０１２年 １１月 １０日 東京・北の丸公園 ５０ （１７）
 第１３回 ２０１３年 １１月 １６日 東京・北の丸公園 ４７ （１６）
 第１４回 ２０１４年 １１月 ２９日 東京・北の丸公園 ４４ （１９）
 第１５回 ２０１５年 １１月 ２８日 東京・北の丸公園 ４７ （１７）
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ASBS15参加者布図
北海道 1
宮城県 1
栃木県 1
埼玉県 5
千葉県 1
東京都 19
神奈川県 11
新潟県 1
長野県 1
愛知県 2

※数には展示スタッフも含む

京都府 1
大阪府 1
兵庫県 1
福岡県 1



来場の方へお願い
◉ エレベーターホールのゴミ箱
には弁当箱、生ごみ、液体及
び金属などの不燃物は捨てな
いでください。
◉ 床のカーペットを汚さない様、
ご注意ください。特に、フタ
を開けたペットボトルや飲み
かけの缶飲料などを放置しな
いようにお願いします。
◉ 再入室時には必ず名札を着用
し、受付に提示してください。
◉ 懇親会に参加される方は、懇
親会場でも名札の着用をお願
いします。
◉会場で撮影した写真や動画を
ブログ等に載せる場合は、他
の来場者のプライバシーに配
慮してください。 の付いたプ
レゼンは載せないでください。
◉ 会場の様子を写した写真や動
画がブログや新聞・雑誌等に
掲載される場合があります。
プライバシーへの配慮をお願
いしていますが、多少は来場
者の顔が写り込む場合もあり
ますので、あらかじめご了承く
ださい。

第１５回アナログシンセ・ビルダーズ・サミット 公式ガイドブック
発行者 アナログ震世界 http://analog-synth.jp/
  Twitter @analog_synth_jp

アナログ震世界
YouTube チャンネル
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