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第１７回

プレゼンテーション

第1部（11:00 ～12:00）
 1. アナログシンセビルダーズサミット #17・オープニング ……電音の工場（Chuck） B1
 2. やっぱりFUZZが好き ……………………………………………………………オルム A1
  モジュラーシステムで音作りの幅が広がるFUZZの活用

 3. シンセから照明を制御する…CVtoDMX I/F ……………………………… g200kg A2   
 4. FPGAプログラマブルなシンセサイザ sigboost ………………………… sigboost A3
 5. ティッシュボックスユーロラックの実演 …………………………… denha’s channel A4
 6. シンセプロトタイピングのためのコントローラ制作 ………………………… Yorohei B4
 7. 屏風シンセ  ……………………………………………………………………houshu D1

第2部（13:00 ～14:00）
 1. EuroRack 版山下シンセ…EuroRack 化のために新たに開発した点を紹介 yama C1
 2. EuroRack 版山下シンセ…新規設計のMIDI-CVモジュールを紹介 ………… haku C2
 3. 自作シーケンサーモジュールのデモ ……………………………………centrevillage C3
 4. massiveのようなアナログシンセ (製作中 ) ……………………………………ぅーぇ B2
 5. 2 次 ALL PASS FILTERを使ったPHASE SHIFTER MODULE …… 公生32+ C5
 6. 新感覚シンセ！進化し続ける”OCTA”の魅力をお伝えします！ ………… DigiLog C4
 7. 買ったらン千円の部品セットをじゃんけん勝者1名にプレゼント …………………abe D3

日時：2017年12月2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



オルム A1

エフェクトモジュール
　モジュラーシステム　MARK1と合わせて使っているエ
フェクトモジュール群です。いずれもギター用のエフェクター
製作記事をもとに製作しました。モジュラーシンセの出力に
つないで使うのが普通ですが、エフェクトの種類によっては
モジュラーシンセ内部に組み込んで使ったりしています。
FUZZ
　いわずと知れた歪系。なぜか4基あります。通常の使い
方はもちろんですが、VCOの出力につないで、ウエーブ・シェ
イパーとしても多用しています。
ディストーション
　いわずと知れた歪系。ありあわせの部品で組み上げたも
ので、ダイオードクリッパーとしてシリコンダイオードとLED
の2種が選択できるようになっています。
ディレイ
　有名なPT2399を使ったもの。ソロを弾くときに重宝して
ます。
エキサイター
　ギラギラした音を作るときに使ってます。逆相にすると強
烈です。
コーラス/フランジャー
　CoolAudio 製のBBD、クロックドライバーを使ったアナ
ログのコーラス/フランジャー。さすがにユニバーサル基板
で組み立てる気にはならず、頒布されている基板を使ってい
ます。ちょっと部品交換して、発振するところまでレゾナンス
を上げられるようにしています。

g200kg A2

CVtoDMXインターフェース
　照明機器のコントロールをするDMXプロトコルを使用し
てシンセサイザーのCVからステージ照明を制御するイン
ターフェースボックスを展示します。
・ 4 系統のCV入力から任意のDMXチャンネルを定義
したテーブルに従って制御。

・ 設定はUSB接続したPCで行い、動作時はPC不要
・ USB 接続したPCのMIDI出力からの制御も可能
g200kg Music&Software：http://www.g200kg.com

sigboost  A3

　“FPGAプログラマブルな電子楽器 ”です。Max/MSP
で記述したプログラムをFPGA上の回路として動かすことが
できます。どちらかといえば作っているのはハードウェアでは
なくMax->RTL（HDL）の自動回路設計コンパイラなので
すが、最近ハードウェアもできつつあるので参加してみるこ
とにしました。開発中のため、当日までに音が鳴るものが出
来上がっているかは不明です。

ウェブサイト http://sigboost.audio
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denha's channel A4

FraAngelico Rack
　BASTL-instruments のガ
ジェットシンセ、FraAnjelico
を 23HP のユーロラックモ
ジュールに改造した。本体に
ある5つのノブを外部からの
電圧でコントロールできる。
LFOやシーケンサーなどの
CVでツマミが勝手に動くこと
になり、別のトリガーで書き
込み操作も行うので次 と々音が変わっていく一期一会なサウ
ンドはいつまでも聴いていられる。

TAKE 8-Bit
　オープンハードウェアで
Arduino ベースのサウンドガ
ジェット、8bit Mix Tapeを
ブリキ缶に入れ、竹集成材の
パネルで装飾したガジェット。
2つのノブと2つのボタンを
操作するとファミコン風サウンドが次々に飛び出す。
“TAKE”は竹も掛けている。

マイクロモニターモジュール
　16mm1.5wのボックススピーカ
1本と2.5wのD級アンプモジュー
ルを使った4HPサイズのユーロラッ
ク規格のモニタースピーカー。簡
易的な2ch入力とボリュームを備え
る。

TAP2LFOモジュール
　Fuzzy Navel LabのTAP2LFO
チップ 2 基 を 使 った 2chLFO
モ ジ ュ ー ル。WaveShape と
Frequencyノブの他にそれぞれを
CVで動かせる入力も装備した。

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/

電音の工場 B1
　今年は（今年も）新作がありません。過去に作ったシン
セを持ってきました。
　シンセ工作が進まない原因として、機材が増えすぎて家
族の冷たい視線にさらされているという要素もありそうです。
少し機材ダイエットしよう、ということで、今年は機材と部
品の展示即売を行います！

コンボ、テーブルトップ
ESM-2
　RJBさん設計のコンボシンセです。2-VCO w/ Sync、
1-NG、1-VCF、1-VCA、1-EG、1-LFO、 外 部 入 力、
MIDI-CV 機能付き。
Shruthi-1
　Mutable Instruments のコンボシンセの基板セットを組
み立てたものです。
CMU-800 w/ MIDI
　Roland (DG) のコンピュータ・ミュージック機器、
CMU-800 を MIDI 化したものです。製作したのは2008
年ですが、サミットに持ち込むのは今回が初めてです。

電子部品頒布
　シンセ工作に役立つような電子部品の頒布を考えており
ます。ご期待下さい！

ぅーぇ B2

アナログでmassive のようなシンセ(予定 )
　現在製作中のシンセのスペック
・ VCO×24(3VCO×8voice)
・ StateValiableFilter×8
・ VCA×72(9VCA×8voice)
・ EG×32(4EG×8voice)
・ LFO×32(4LFO×8voie)
・ ModulationMatrix( 変調元 :4EG,4LFO、変調先 :16
種のパラメータ)

Twitter→ https://twitter.com/u_eura
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ＡＳＢＳ年表
 参加者数 出展数
 第１回 2002/09/14 東京・秋葉原 4
 第２回 2003/05/17 東京・秋葉原 5
 第３回 2003/11/30 東京・西麻布 8
 第４回 2004/10/17 東京・三軒茶屋 11
 第５回 2005/11/26 東京・秋葉原 10
 第６回 2006/11/18 東京・後楽 15 （7）
 第７回 2007/11/24 東京・秋葉原 28 （13）
 第８回 2008/11/02 東京・秋葉原 28 （12）
 第９回 2009/11/21 東京・秋葉原 24 （16）
 第１０回 2010/11/20 東京・立川 26 （13）
 第１１回 2011/11/19 東京・新宿 34 （14）
 第１２回 2012/11/10 東京・北の丸公園 50 （17）
 第１３回 2013/11/16 東京・北の丸公園 47 （16）
 第１４回 2014/11/29 東京・北の丸公園 44 （19）
 第１５回 2015/11/28 東京・北の丸公園 47 （17）
 第１６回 2016/11/19 東京・北の丸公園 42 （17）
 第１７回 2017/12/02 東京・北の丸公園  （19）



Hitote B3

Kujira B48
　ArduinoとYMZ294(IC)で動かすボタン楽器です。ボタ
ンが48個あり、Arduinoの足が足りない為、74hc165（IC）
を追加しています。9V電池 2個を並列で供給しています。
前面パネルでは押したボタンの音階が表示されるようになっ
ています。
　何度か床に落としてしまい傷だらけです。

ボタンを押した時の音階表示

内蔵スピーカー部の内部

ウェブサイト:Hitote http://www.hitote.net/
プロフィール
 人手 光広（ヒトテ ミツヒロ）
 作曲家
 東京都在住

Yorohei B4

5音ポリ デジアナシンセサイザ 
 (STM32+LM13700フィルタ )
　オシレータをデジタル、フィルタをアナログ部品で構成し
た5音ポリフォニック デジタル /アナログシンセサイザです。
上図は1音の構成であり、5セット搭載し和音を実現します。
 マイコン： STM32F103C8T6
 DAC： MCP4922
 フィルタ： LM13700 4-pole
　オシレータは鋸歯状波/矩形波/サイン波を発生するオー
ソドックスなものに加え、２オペレータ直列のFM変調も用
意しています。独立したEGを備えているため、アタック部
のアクセントとしての利用も可能です。

DCO_1

DCO_2

NOISE

PWM

DAC

FM

STM32F103C8T6 LM13700 LPF

4-Pole
ローパスフィルタ

Audio_In

Cutoff

Resonance

EG_FIL

Res.

EG_AMP

LFO

EG_FM

DAC

プログラマ MIDI キーボード

シンセ 各ボード

I2Cプロトコル

電源(±12V)

Voice-1

ブロックダイアグラム(プログラマ-シンセ間)

ブロックダイアグラム(1voice)

自作プログラマ(MIDI I/F)
　自作シン
セの醍醐味
はパネルレ
イアウト（つ
まみやボタ
ンの配置）
だ！と勝 手
に考えてい
ますが、何
台も試作をすると面倒臭くなってきました。そこで汎用的に
使えるパラメータ送信装置を自作しました。親（プログラマ）
が子（シンセ）にMIDI 信号やパラメータ値を送信し、さ
らにプリセットと音色メモリも兼ねています。

Twitter: @yoroheihei

ISGK Instruments B5
　静岡県浜松市で活動している、趣味で電子楽器を作る（ひ
とり）サークルです。Maker Faireに出てみようと電子工
作を始め、気がついたら電子楽器を作っていました。シン
セサイザーを作ってみることで、シンセサイザーの魅力を再
発見できました。

Digital Synth    
VRA8-Px
　Arduino Uno
の限界に挑戦す
る「Digital Synth 
VRA8」シリーズ第
５弾。Arduino Uno
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（8ビットCPU）で動く、3音パラフォニック・シンセサイ
ザー（MIDI 音源）です。スケッチはフリーで公開しており、
Arduino Unoと抵抗、コンデンサ、オーディオ・ジャックだ
けで製作できます。なお、サンプリング・レートは15625 
Hzと低めです。

Web Site: http://risgk.github.io/
Twitter: @risgk

suga B6

シーケンストレモロ
　アナログシンセで使われるシーケンサーを組み込んだトレ
モロペダル。

ミニmidi プログラムチェンジャー
　midi 対応マルチエフェクターのプログラムチェンジをする
ための機能を持たせたコントローラ。

yama C1

山下シンセのEuroRack化プロジェクト　 
 【キット配布】
　伯氏にも協力を頂き、昨年から取り組んでいるプロジェク
トです。
　折角なら初級者にとって難しいパネル裏の配線の無い、
基板・パネル一体型を開発し、キットとして新規ビルダー育
成のためのワークショップなどで使う予定です。
　基板とパネルの一体化は、ジャック・ＶＲの継続入手も
考えると難しく、結果的にＶＲの抵抗値 50K 単一という大
きな制約になりました。基本は書籍をベースとした12V 化
で、良い音を目指しています。
　パネルは透明アクリル製。ライブ映えを考え、ＬＥＤで内
部から照明しています。
　現在ほぼできているのは、VCO、VCF、VCA、EG、
LFO、MIDI-CVで、先週、モジュラーシンセのイベントで
ライブ使用されました。
　今回はフィールドテストを兼ねて、VCOとVCFのキット（基
板・パネル・VR・Jack 付属）をシニアビルダー向けに試
験配布します。フィードバック期待です。
　写真のケースは清酒の桐箱で作りました。　内部の
BUSboardも色を変えながら光ります。

アームテルミン　【キット配布】
　昨年から変化なしですが持参しています。

WebSite: http://hyamasynth.web.fc2.com/ 
Blog:  http://hhh-yama.hatenadiary.jp/
Twitter:  @hhh_yama
Facebook: /hhh_yama

haku C2

MIDI-CV/Gate/DCO
　EURO RACK 版山下シンセプ
ロジェクトの一環として、MIDI-
CV/Gate/DCOを新規作成。
　現在市販されているポータブル
なMIDIキーボードはUSB 端子
のみでMIDI 端子を廃止したもの
が一般的となってきており、これら
と山下シンセを簡単につなげられ
るようにMIDIホスト機能を有した
MIDI-CV/Gateを製作。
　またVCOとの併用を想定し、チューニング用、サブオシ
レータ等に使えるアンチエイリアスなDCOも搭載しました。

アナログモデリングモノフォニックシンセ ATOM
　コンパクトなモノ
シンセ。
　STM32によるフ
ルデジタル。デジタ
ルらしさを感じさせ
ないアナログライク
な操作感、音色を
めざして開発。
　UIはできるだけシンプルにまとめ、凝った音作りは特にオ
シレータ周りを中心に本機とPCをUSB 接続することで専
用エディタにより操作可能となっています。コーラス、ディレ
イのエフェクトを搭載。

8bit Mix Tape
　オープンハードウェアのガジェット。
　全く制御できない極悪ネズミノイズ
マシーン。
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centrevillage  C3

C Quencer DLX
　昨年は動かない状態でしたが今年はちゃんと動きます！
超多機能シーケンサーで、リアルタイムパフォーマンスに特
化しています。
　ノブやスイッチの他に円形に並んだ16個の静電容量タッ
チキーを持ち、16のモードに応じて様々なパラメータを操
作することができます。

Trigger HaCker
　5x5マトリックスのトリガーシーケンサーです。
　5chのトリガー出力と1chのCV出力、およびトリガーに
よる同期入力を持ち、さらにはMIDI 拡張モジュールにより
MIDI 入出力にも対応。
　合計で25のモードがあり、打ち込みからリアルタイムパ
フォーマンスまで色 な々用途に使えます。
　基本のモードでは、5x5マトリックスの外周の16ステッ
プを回るシーケンサーとなっていて、内周の8ステップでパ
ターンを切り替えることができます。
　パターンチェンジやラストステップの変更も可能です。
　CVシーケンサーのモードでは、CV出力からOct/Vの
ピッチCVを出力することができます。
Chaos C
　3つのCV 入力を好きなパラメータに割り当て可能な
オシレーターモジュール（の予定）。MIDI 入力にも対応。
OLEDディスプレイにより、設定を分かりやすく表示できま
す。オープンソース、オープンハードウェアにて提供予定。
Webサイト: http://centrevillage.net

DigiLog C4

New Instruments Makes New Music.
　新しい楽器が新しい音楽を生み出す。
　DigiLogは新しいカルチャーを生み出すために活動しています。

OCTA
　8 つのツマミだけで演奏する、新感覚シンセサイザー。
ソフトウェアの書き換えで、シンセサイザーやドラムサンプ
ラー、シーケンサーなど様 な々楽器に変化します。
　電池、スピーカー内蔵でいつでもどこでも。
　USB-MIDI、SYNC 入出力、CV 入出力を備え、モジュ
ラーシンセなどとの連携も。

　その他にもたくさんの楽器を出展いたしますので、ぜひブー
スで御覧ください！
Website :  www.digilog.tokyo 
Twitter :  @digilog_tokyo 
Facebook :  @digilog.tokyo 
Instagram :  @digilog.tokyo

公生32+ C5

Voltage Controlled Phase Shifter
　2017 年 1月に、製作した
モジュールです。4段・6段・
8段とステージ数を選択するこ
とができます。2 次 All Pass 
Filterで構成されていて、これ
は、世界初の試みです。欠点
はバクトロール（フォカプラ）
が1次で構成されるものより多
く必要なことですが、回路構
成によってはこれも解消できる
問題です。
　実際の動作に関しては、範とした書籍に誤りがあり、そ
れに気が付くのに相当な時間を要してしまいました。切っ掛
けは、山下さんの一言でした。

Digital Delay
　2017 年 1 月に、 製 作し
たモジュールです。三菱の
M50195Pを使用したもので
す。この ICは、既に絶版です
が、メモリを内部に統括したタ
イプのものが未だ発売されてい
るようです。今回は、外部メモ
リのタイプです。

　何れのモジュールも、外部
ＣＶにより変調することが出来
ます。LFOなどで変調をかけ
れば、面白い効果が出ると思われます。

ブログ ： http://d.hatena.ne.jp/SpyBreak/
ウェブページ :http://www.tcp-ip.or.jp/~ped139/

（更新が滞っています） 
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へやのスミス C6

アナログポリフォニックシンセサイザー
　ビンテージシンセサイザーのサービスマニュアルをヒント
にパッチメモリーが可能なアナログポリフォニックシンセサイ
ザーを製作しました。性能は下記のとおりになっております。
・6音ポリフォニック
・2DCO-VCF-VCA / voice
・49 鍵ベロシティセンシティブキーボード
・128 音色メモリー
・MIDI-IN-OUT-THRU
・サステインペダル入力 ( 極性自動判定 )

　実際に製作を始めたのは今年に入ってからだったのです
が、実際は構想を練り上げるまでにかなり時間がかかって
おり、それを含めると丸一年かけたと思います。ポリフォニッ
クであることももちろんですが、これが私にとって最初に製
作したアナログシンセサイザーであることもあり、自身のアナ
ログ回路に対する知識量の足りなさが製作を遅らせました。
本来なら9月中旬には完成する予定が 10月後半までかか
ることとなりましたが、これの製作は、多系統のCV出力等
アナログ回路に対する知識を増やすことができ、非常に有
意義なものになったと感じています。
　今回のシンセサイザーではオシレーターにDCOを使用し
ましたが、今後、VCOを用いたシンセサイザーも、今回の
製作で得たものを糧として製作したく考えております。
Twitter : @peconta_tec

houshu D1
　基本的に回路設計を楽しむことを目的に活動しています。
アナログ電子楽器の回路を読む

http://houshu.at.webry.info/
Unusual Synthesizer Circuits

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

　今年はケースがメインテーマです。これまで作ったモ
ジュールを屏風ふうの箱に入れたモジュラーシンセにまとめ

ています。写真のケース・枠に、モジュールを詰めて持って
いきます。
　Waveform Multiplierという楽しいモジュールもあります。
とてもたくさんの折れ線関数で高次倍音を発生できます。

sweacco D2

続・TinyPIANO改
　 前 回に続き、KORG の
TinyPIANO にユーロラッ
ク小箪笥を乗せたシンセで
す。ついに専用MIDI2CV 変
換機能を搭載。VCO, VCF, 
VCAを移植して、ようやく鍵
盤から演奏できるようになりま
した。ラジオも聴けます。

ムライボックス
　入力されたMIDI 信号を
全部 1chに変換して、元チャ
ンネルごとにそれぞれのポートに分配するものです。安価な
AVRマイコン(ATtiny2313)1個とORゲートIC(74HC32)
で実装しました。大量の自作MIDI 楽器をいっぺんに鳴ら
せる、強い味方。

秋月NOISE TOASTER
　Maker Faire Tokyo 
2017の秋月電子ブース
で購入したキット（開
発：MFOS） を カ ラ
フルに組んでみました。
みょんみょん変な音が出
ます。キットの正式発売
はいつの日か……？
ひとこと
　曲を作ってみたいと言いつつ、シンセ工作に流れていき、
気づくと電気の流れない工作がメインになっている。やりた
い事が多すぎて時間が足りない！

abe D3

余剰部品の無料配布

　電子工作あるある…「いつか使えるかも」「お得だから」
と入手しておいた大量の部品。もう使い切るのは一生無理
だろうと悟り、今回無料で配布することにしました。もちろん、
シンセ作りをやめた訳ではありません。
　規格が古くて今時の電子工作にはデカ過ぎるものもありま
すが、ブレッドボードに挿すにはちょうど良かったりもします。
　プレゼンで放出するのは、シンセビルダーなら持っていて
損はない部品セット。ブースで配布するのとは別物です。
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来場の方へお願い
◉ エレベーターホールのゴミ箱
には弁当箱や生ごみを捨てな
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。
◉ 退場時、懇親会に参加される
方は名札をそのままお持ちし、
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。

■商業出展者
■一般出展者
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