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第１８回

プレゼンテーション

第1部（11:00 ～12:00） ブース
 1. デモ演奏 …………………………………………………………………………武田元彦 B5
 2. Frequency Shifterを作った …………………………………………… 公生32+ B4
 3. （未定） ………………………………………………………………………………ぅーぇ B7
 4. カセット型シンセの解説とデモ演奏 ……………………………………………せんとれ C1
 5. シンセを作ったので売る場所も作っている話 …………………………………… Qux C5
 6. 製作中のポリフォニックシンセサイザーの進捗報告 …………………… へやのスミス B6
 7. 火傷するほど熱いシンセサイザーの演奏方法 …………………………………ねや楽器 D2
 8. 小型ガジェット製作のくふう。 ……………………………なお (denha’s channel) C4
 9. Wave Multiplier ………………………………………………………………houshu D3

第2部（13:00 ～14:00）
 1. Frequency Shifterと ARM Theremin Liveの紹介  ……………………yama C2
 2. 自作モジュラーの紹介 ……………………………………………………………… haku C3
 3. MSP430LPを使用したUSB-MIDI パラレル変換器 ……………………4C-1742 B6
  1984 年に作製したアナログ／デジタル混在の古いシンセをUSB-MIDIで PCと接続する変換器です。

 4. 2つのサブオシレータ ………………………………………………………………オルム A3
 5. プログラマブルなMIDIコントロールボックス midiglueについて ……… sigboost A4
 6. コンパクトな手のひらシンセサイザー “Microne”の紹介 ………………… DigiLog A5
 7. DMXと ILDAによる照明制御 ……………………………………………… g200kg A2
 8. さあ、なにを拵えようか  ……………………………………………………… Chuck B1
        ここ最近、自分の自作力が落ちてきています。これまでの製作を振り返り、明日への活力に繋げていくにはどうしたらいいか、模索します。

日時：2018年 11月24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



ISGK Instruments A1
　静岡県浜松市で活動している、趣味で電子楽器を作る
サークルです。Maker Faireに出展しようと数年前に電子
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-N
　Arduino Uno（8 ビット
CPU）で動くモノフォニック・
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。今作か
ら、サンプリング周波数が
31.25 kHz に「倍増」し、
シリーズ最高の音質になっ
ています。

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

g200kg A2

DMXと ILDAによる照明制御
　DMX 対 応 の 照 明
機器および ILDA 対応
のレーザースキャナー
をPCから制御するイン
ターフェースボックスを
展示します。
DMX
- DMXはパーライト
など各種照明機器
向けの制御プロト
コルです

- USB 接続したPCのMIDI出力から制御
- コンフィギュレーション可能なMIDIからDMXへの変
換テーブル

ILDA
- ILDAはレーザースキャナー用の制御プロトコルです
- USB 接続したPCのMIDI出力から制御
- 表示パターン全体を対象とするグローバルエフェクトパ
ラメータ

g200kg Music&Software http://www.g200kg.com

オルム A3

携帯型モジュラーシンセとその周辺機器

　ASBS 常連の方にはおなじみ、携帯型パラフォニック対
応モジュラーシンセを今年も展示します。他にはステレオコー
ラスやリバーブなどのエフェクター、外部モジュールとしてサ
ブオシレータなどを展示しますが、今年はこのサブオシレー
タを2種類展示します。一つは1オクターブ上の音が出る
もの。もう一つは3オクターブ下までの音が出せるものです。
サブオシレータだけでも、結構遊べますよ♪

sigboost A4

midiglue

　midiglueはプログラマブルなMIDIコントロールボックス
です。
　CV/GATE、Legacy MIDI、USB-MIDIといった電子
楽器の制御信号を、相互に変換して自由自在にコントロー
ルすることができます。
　USBホストや複雑なMIDIのルーティングやエフェクトな
ど、今までは難しかったセットアップもmidiglue があれば
実現できます。
　専用エディタやセットアップなど、実際にどんなことが可
能か開発中のプロトタイプを用いたデモンストレーションを
行います。また、販売予約も受け付けています。

Website : https://www.sigboost-inc.com
Twitter : @sigboost
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■ 一般出展 ■ 商業出展 N9 ブース番号
※ブース位置時計回りの順番に掲載

展示



DigiLog A5
　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。

Microne

　手のひらサイズにフルサイズシンセの楽しみを詰め込んだ
コンパクトシンセ。
3ボイス・ポリフォニック、シーケンサー内蔵。単 4乾電池
2本もしくはUSB給電で動作します。
　その他にも新作ユーロラックモジュラー “THE CAT”やア
ナログシンセキットを出展いたします。

Website : www.digilog.tokyo
Twitter : @digilogtokyo

電音の工場 B1

自作シンセと語らいの場

DIY Fx and Synthesizer
https://scrapbox.io/diyfx/

電音の工場ブログ
http://emusic.g.hatena.ne.jp/Chuck/

Twitter: @dennon_no_koub

suga B2

ユークリッドシーケンストレモロ
　ユークリッドシーケンサーの機能を参考に揺れをパターン
化したトレモロです。

ヤヘイ＠ B3
　一風変わったウェーブシェーパ（波形整形回路）などの
設計。

Twitter: @bron84

公生32+ B4

BODE 1630 Frequency Shifter
　Moog の 1630 Frequency 
Shifterを再現する試みです。回
路の規模は非常に大きなもので
す。含まれる回路は、Antilog 
Converter、sine wave VCO、
Squelch、20kHz Oscillator、
Double Balanced Modulator
× ２、DOME  F i l t e r ( a l l 
pass filter)、multiplier× ２、
outputs です。今回、私はこれ
らの回路を2枚のプリント基板
にまとめましたが、プリントパター
ンは非常に苦しいものとなってし
まいました。
　この原稿を書いている時点で
は、未だ完成していません。当
日までに完成できるかどうかも
分かりません。完成していなくとも、ありのままの状態で展
示いたします。完成していれば、実際にその音を聞いてい
ただくことが出来ます。 

武田元彦 B5

自作リボンコントローラーによるデモンストレーション

　手作りのリボンコントローラーと専用音源によるデモ演奏
です。
　専用音源に新作を用意すべく準備中です。
　回路図も、当日無償頒布予定のリーフレットで紹介予定
です。
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へやのスミス B6

アナログポリフォニックシンセサイザー音源基板

　去年度は音色メモリー機能付き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が、今年ははそれに引き続き、
現在製作中の新型アナログポリフォニックシンセサイザーを
展示いたします。現在完成しているのが音源回路のみのた
め、回路基板のみでの出展となります。
　前回作によってかなりのノウハウが蓄積されましたので、
以下のコンセプトを基に製作しています。
・ 回路基板のフルPCB化
・ フルアナログ音源 (2VCO-VCF-VCA)
・ 拡張性のあるUI
・ メンテナンスのし易いハードウエア
・ 複数のCPUによるタスクの分散
　基本的に自分自身であまり調整などができない状況で使
用することを想定し、過酷な環境での使用に耐えうる作品を
目指しています。また実際に楽器としてまともに使えるように
し、最終的には貸し出しなどもできるように設計をしています。
　これらのコンセプトを確実に実現するため、製作のペー
スは遅めです。特に回路規模がかなり大きく複雑になってし
まった為、回路の組み立てと、一つ一つの機能の動作検
証に時間がかかっています。
　現在は音源回路以外のUIの回路や電源、出力用アンプ
の回路を設計しています。最終的には良い音と、扱いやす
さを兼ね備えた一台にしたいと考えています。
Twitter : @peconta_tec

ぅーぇ B7

アナログで massive のようなシンセの続き
  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

4C-1742 B8

MSP430LPを使用したUSB-MIDI パラレル変換器
　一昨年に 1984
年頃に作製したア
ナログ／デジタル混
在のシンセサイザを
シーケンサのTK80
と共に再生させまし
た。
　78 年製のTK80
はいつ動かなくなっ
てもおかしくない
ご老体です。そこ
で、このシンセサイ
ザをPCから制御す
るUSB-MIDI パ ラ
レル変換器を作製
しました。MSP430
に搭載されている
USBデバイスを使
いUSB-MIDIに対応させることで、PCで動作するフリーの
シーケンサからこの古いシンセサイザが演奏できるようにな
りました。
　このシンセサイザは大型のため、会場へ持って行くことが
できません。パラレルバスで音が出ないと寂しいので、試作
中の2chの FPGAデジタルシンセサイザを接続してデモを
行います。
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ＡＳＢ
    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・科学技術館 50 （17）       
 第１３回 2013/11/16 東京・科学技術館 47 （16）       
 第１４回 2014/11/29 東京・科学技術館 44 （19）       
 第１５回 2015/11/28 東京・科学技術館 47 （17）       
 第１６回 2016/11/19 東京・科学技術館 42 （17）       
 第１７回 2017/12/02 東京・科学技術館 55 （19）       
 第１８回 2018/11/24 東京・科学技術館  （21）       



centrevillage C1

Cassette Bender
　カセットの形をし
たデジタルシンセサ
イザーです。
　プリセットの3曲
を演奏可能な他、
MIDI IN から任意
のMIDI データを
演奏することができ
ます。
　左右二つの円形パッドを使って、DJのように演奏中の曲
にエフェクトをかけられます。
　音源部は4ボイスのシンプルなウェーブテーブルシンセで、
ロービットなディレイエフェクトをかけることができます。

C Quencer DLX / Trigger HaCker
　昨年に引き続き、
二つのデジタルシー
ケンサーを展示し
ま す。C Quencer 
DLX はシーケンス
を演奏することに
主眼を置いたCV
シーケンサーで、
Trigger HaCker 
は高機能で操作性
の良いトリガーシーケンサーです。
　Trigger HaCkerは大幅に機能が増え、複雑＆高速＆
非同期なリズムパターンを生み出せるようになりました。

Webサイト : https://centrevillage.net

yama（山下春生） C2

山下シンセの EuroRack 化プロジェクト
【キット配布】

　VCO / VCF / VCA / EG / LFOの主要部品キットを頒
布します。

Frequency Shifter （新開発）, Expander/
Compressor（新開発）
　入院中の時間を使って開
発した新モジュールで、Ring 
Modulatorの超発展系です。
　原音とキャリアとの和と差
の周波数が混在するRing 
Modulatorと異なり、和・
差の一方のみを選択出力でき
るので、濁りの少ないピュア
な音で、広範囲なピッチ可変
ができるモジュールです。倍
音の多い音や自然楽器音など
も扱えます。
　逆にごく僅かなピッチシフトもできるので、そのディチュー
ンした音と原音とミックスさせきれいなユニゾン効果も得ら
れます。
　元来、Frequency Shifter は原音の音階が崩れるモ
ジュールですが、今回キャリア用発振器をアンチログ付きの
Cos/Sin VCOにすることで、ピッチシフトしても音階が維持
可能になりました。
　また、原音が小さいときに気になるキャリア漏れ低減のた
め、Expander/Compressorも開発しました。原音を最大
100 倍まで拡大してFrequency Shifterに入力し、出力を
同じ比率で圧縮し、キャリア漏れやS/Nを改善します。

ライブ用ARM Theremin Live（新開発）
　電子工作ガジェットからス
タートしたARM Theremin
は、楽器としては、演奏風景
が地味でステージ映えしない
との声がありました。
　今回は、光るトーンサーク
ル、立演奏できる形状、音量
とビブラート強度を連続表現
できるＵＩとし、楽器としての表現力upを目指しています。
 
WebSite:  http://hyamasynth.web.fc2.com/
Blog:  http://hhh-yama.hatenadiary.jp/
Twitter:  @hhh_yama
Facebook: /hhh_yama
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 初期は出展者と見学者の区別が特にありませんでした



haku C3

USB-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。昨年に発表したMIDI-
CV/Gateに新機能を搭載。恐
らく世界初であろう２つの機能
により、なんだかよくわからない
モジュールへ進化 !
　今回はキットの販売もします !

FMオペレータモジュール NVW
　FMシンセのオ
ペレータのみをモ
ジュール化してCV
コントロールできる
ようにしたただそれ
だけのモジュール。
超シンプルだが使い
方次第で楽しいモ
ジュール。

その他
　ご存知、アナログモデリングシンセATOMや、もしかす
ると製作中の基板を出展できるかも？

なお（denha's channel） C4

怪電波野郎
　Tune In Tokyo
というサウンドエフェ
クトシンセを2014
年に追試し、いつ
かは基板化と思って
いたが、適当なボッ
クススピーカや電源
の配置などが決まり、
ようやく製作にこぎ
つける。

TR-606改
　1980 年発売の
ローランドのリズム
マシン「TR-606」
を2010 年にマルチ
トリガーアウト仕様
に改造してから、今
年また音色も変更で
きるようにツマミを
全面に配置した。

LEDバッジ
　今年のバッジは、
一見普通のシリコ
ンダイオードなのに
光ってしまう特殊な
ダイオード（LEDで
はない）を使ったマ
ニアックな「発光ダ
イオードバッジ」、こ
の時季にピッタリな
「LEDクリスマスツリーバッジ」など。

Qux C5

Qux[キュー ]とは
　電子音楽・電子工作が好きというほんわりとした共通点
で集った若人 3人組です。今年 2月に結成してから、アナ
ログシンセキットやwebサービスの制作を行っています。

アナログシンセキットシリーズ
　仕組みをシンプルに実装した、モジュラーシンセのプリン
ト基板キットです。microUSBなどからの5V給電で動作
します。「電子工作初心者が自分で実装・改造してカバン
につけている未来」をコンセプトにした、約 55×55mmの
カラフルで可愛らしい基板です。

ウェブサイト　https://blog.qux-jp.com

キット名
矩形波オシレータ
三角波オシレータ
電圧制御増幅器(VCA)
電圧制御発振器(VCO)
電圧制御濾波器(VCF)

基板のみ
700円
700円
700円
1,000円
1,000円

部品込み
1,200円
1,200円
1,200円
1,800円
2,000円
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帝国音楽堂 D1

シンセサイザーオリジナルマンガ
　初出展です。よろしくお願い
いたします。
　マンガ家 西園寺スペルマの
オリジナルシンセサイザーマンガ
『Switched-on Baka』『つま
みちゃん』『シンセフレンズ』等
を頒布いたします。『つまみちゃ
ん』はサウンド＆レコーディング
誌にて好評連載中です！

Twitter　https://twitter.com/sperm_saionji

ねや楽器 D2

ソルダリングシンセサイザー
　ソルダリングシン
セサイザーは半田ゴ
テを使って演奏す
る新感覚のリズム・
シンセサイザーです。
半田ショートでリズ
ムパターンを打ち込
み、チップ部品を直接取り替えることでドラスティックに音色
を変化させることができます。すべての部品を自在に取り換
えられるので、従来のシンセでは味わえない幅広い音作り
を楽しめます。
　ねや楽器はバカバカしくて新しいヒューマンインターフェイ
スを提案する個人的なプロジェクトです。ASBS初出展です！
よろしくお願いします！

Web:  https://www.neyagawa-instruments.com/
Twitter:  @neyagakki

houshu D3

Wave Multiplier
　今年は Wave Multiplierと呼ばれるものを紹介します。
この図のような折線関数で、高次の倍音を作ることができま
す。
　設計はずいぶん前なのですが、現在製作中で、出来たて
のものを持っていきます。

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/
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ASBS18出展者布図

新潟県 1
埼玉県 2
東京都 14
神奈川 3
静岡県 3
愛知県 2
大阪府 2
兵庫県 1

※出展代表者と出展スタッフの数を集計



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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