Sibelius Sounds
World Music
ユーザーガイド

イントロダクション
Sibelius Sounds World Music は、世界中から集めた現地固有の民族楽器のサンプルを幅広く網羅してい
ます。
200 以上ものサウンドが用意されているこのコレクションは、アフリカ、インド、中東や極東などから
集められた、ピッチ付き、またはピッチなしの楽器を豊富にとりそろえています。
このユーザーガイドでは、Sibelius Sounds World Music のインストール方法と、このサウンドコレク
ションの最も有効的な使用方法を説明いたします。

Windows でのインストール
必要システム条件
320 MB のハードディスクの空き容量（Sibelius 5 の必要容量に加えて）
、Windows XP Service Pack 2
または Windows Vista (32-bit)、DVD ドライブ、Sibelius 5 またはそれ以降のバージョンが必要です。
インストールの前に
Sibelius Sounds World music をインストールする前に、Sibelius 5 の DVD-ROM から Sibelius Sounds
Essentials がインストールされている必要があります。
また、Sibelius 5.1 またはそれ以降のバージョンを使用していることもご確認ください（バージョンナン
バーのチェックは [ ヘルプ ] > [ バージョン情報 ] を参照ください）
。[ ヘルプ ] > [ アップデートを確認
する ] から最新バージョンをダウンロードできます。
Sibelius Sounds World Music のインストール
・Sibelius が起動している場合は終了します。
・Sibelius Sounds World Music CD-ROM をラベル面を上にして DVD ドライブに挿入します。数秒後にイ
ンストールプログラムが自動的にスタートします。
・[Next] をクリックします。ライセンス使用許諾書をお読みいただき、[I Accept] をクリックします。
・サンプルのインストールにはしばらく時間がかかるとの注意が促されます。[Next] をクリックします。
・インストール場所のディレクトリを選択します。特に指定する必要がなければ、デフォルトで選択さ
れている場所のまま [Next] をクリックします。
・ショートカット用のスタートメニューのフォルダを選択します。特に指定する必要がなければ、デフォ
ルトで選択されているフォルダのまま [Next] をクリックします。
・インストールの進行を示すバーが表示され、ハードドライブへのインストールが始まります。インス
トーラーはこの時 [Time remaining: 0 minutes 0 seconds] と表示しますが、容量の大きなサンプルバ
ンクのハードディスクへのコピーは実際には数分かかりますので、しばらくお待ちください。
・その後しばらくしてインストールが無事終了したことを告げる表示が出ます。[Finish] をクリックし
ます。
・はじめにの章をお読みください。

Mac でのインストール
必要システム条件
320 MB のハードディスクの空き容量（Sibelius 5 の必要容量に加えて）、Mac OS 10.4 またはそれ以降、
DVD ドライブ、Sibelius 5 またはそれ以降のバージョンが必要です。
インストールの前に
Sibelius Sounds World Music をインストールする前に、Sibelius 5 の DVD-ROM から Sibelius Sounds
Essentials がインストールされている必要があります。
また、Sibelius 5.1 またはそれ以上のバージョンを使用していることもご確認ください（バージョンナン
バーのチェックは [Sibelius 5] ＞ [ バージョン情報 ] を参照ください）
。[ ヘルプ ] ＞ [ アップデートを
確認する ] から最新バージョンをダウンロードできます。
Sibelius Sounds World Music のインストール
・Sibelius が起動している場合は終了します。
・Sibelius Sounds World Music CD-ROM をラベル面を上にして DVD ドライブに挿入します。デスクトッ
プにアイコンが表示されるので、それをダブルクリックします。
・表示されたウィンドウ内の World Music Installer をダブルクリックします。
・認証を求められますので、パスワードを入力し [OK] をクリックします。
・ライセンス使用許諾書をお読みいただき、[Continue] そして [Agree] をクリックします。
・ソフトウェアのインストール先フォルダを選択するよう求められますが、特に指定する必要がなけれ
ば、デフォルトで選択されている場所のまま [Next] をクリックします。
・サンプルのインストールにはしばらく時間がかかるとの注意が促されます。[Install] をクリックします。
・インストールの進行を示すバーが表示され、ハードドライブへのインストールが始まります。インス
トーラーはこの時 [Items remaining to be installed: 0] と表示しますが、この状態がしばらく続きます。
容量の大きなサンプルバンクのハードディスクへのコピーは実際には数分かかりますので、しばらく
お待ちください。
・その後しばらくしてインストールが無事終了したことを告げる表示が出ます。[Quit] をクリックします。
・はじめにの章をお読みください。

はじめに
Sibelius Sounds World Music の使用はとても簡単です。この素晴らしいサウンドによる再生を実現する
ためには：
・Sibelius Sounds World Music を使用する再生設定を作成します
・必要とあらば Sibelius のミキサーウィンドウにてサウンドに微調整を加えます
・演奏テクニックなどに関する適切な指示がスコアにほどこされていることを確認します
・再生ボタンを押してあなたの素晴らしい作品を聴いてみましょう！
再生設定の作成
Sibelius で Sibelius Sounds World Music を使用するには、適切なサウンドセットを使用していることを
ご確認ください。Sibelius Sounds World Music に含まれるインストゥルメンツの数は少ないので、他の
再生デバイス（例えば Sibelius Sounds Essentials など）からのサウンドと一緒に World Music を使用し
たいと思われるかもしれません。そのためには：
・[ 再生 ] > [ 再生デバイス ] を選択します。
・左下にある設定メニューから [Sibelius Essentials (16 sounds)] 、あるいは処理能力の早いコンピュー
タをお持ちで 16 以上のサウンドを再生可能であれば、[Sibelius Essentials (32 sounds)] を選択します。
・［新規］をクリックして新しい設定の名前をタイプします（例えば Sibelius Sounds World Music など）。
・左側の [ 使用可能なデバイス］のリストから [KontaktPlayer2] を選択し、[ アクティベート ] をクリッ
クします。
・すでに設定されている再生デバイスに追加として、新しい [KontaktPlayer2] が右側の [ アクティブな
デバイス ] リストに表示されます。この KontaktPlayer2 を選択しサウンドセットのメニューから
Sibelius World Music を選択します。
・[ 保存 ] をクリックして設定を保存し、[ 閉じる ] をクリックします。
再生デバイスについての詳細は、[ ヘルプ ] > [Sibelius リファレンス ] から 4.11 再生デバイス を参照
ください。
楽器の選択
Sibelius Sounds World Music での楽器の選択は、[ 作成 ] > [ 楽器 ]（ショートカットは I ）から適切な
楽器を作成してください。
・ダイアログの左上のセクションのリストから民族楽器を選択します。
・ファミリーのリストから、追加する民族楽器のエリアを選びます。
・最後に、楽器リストから追加したい楽器を選択します。
ファミリーのリストにある個々のグループについての詳細は次の項目で紹介します。

スコアをマークアップする
Sibelius の革新的なシステム SoundWorld によって、Sibelius Sounds World Music に含まれる特殊な演
奏テクニックのサウンドをすぐによび出すことができます。たとえば演奏指示をテクニックテキストを
使ってパーカッション譜表の上に入力すると、Sibelius はその指示にふさわしいサウンドを自動的に選択
します。
あとは再生をクリック
いよいよ楽譜の作成が終了し聞く準備がととのったら、再生ウィンドウにある再生ボタンをクリック、
またはスペースキーを押してみましょう。Kontakt Player 2 に必要なサウンドがロードされ、かつてない
リアルさと演奏表現によるスコアの再生をお楽しみいただけるでしょう！

アフリカ
ジャンベドラム
西アフリカで生まれたジャンベドラムは、ゴブレットの形をしたハンドドラムです。太鼓の胴は木で、
皮は牛などの生皮でできています。ジャンベドラムは様々な音色を出しますが、その中でもベース
（最低音）、トーン（太い音）、スラップ（高くシャープな音）の 3 つが主な音です。
Sibelius では、ジャンベドラムは 3 線譜で次のように記譜されます。























エウェドラム
「エウェドラム」という言葉は、ガーナ、トーゴやベナンのエウェ族の人々によって使用される様々な
パーカッション楽器のことを指します。エウェドラムのアンサンブルは、太鼓だけでなくベル（ガンコ
クウェ）やラットル（シェーカーの章参照）などから構成されます。
通常、エウェドラムは精巧な彫刻が施された木製の胴を持ち、皮はシカやアンテロープのなめし革を使
用、木のスティック 2 本を使って演奏されます。Sibelius Sounds World Music には、エウェドラムのア
ンサンブルでよく見られる 2 つの太鼓、ソーゴとキディが含まれています。ソーゴはアンサンブルの要
となる太鼓のひとつでグループのリーダーによって演奏されます。それよりも小さな太鼓がキディです。
いくつかの異なる音色をもつこの太鼓は、話し言葉をまねるようなサウンドを生み出します。ソーゴと
キディを使ったエウェドラムの演奏では、たとえば一人が演奏してもう一人がそれに応じて演奏する、
などのようなドラムダイアログ（トーキングドラム）と呼ばれる奏法がよくおこなわれます。

Sibelius では、
ソーゴドラムは 3 線譜で次のように記譜されます。




















Sibelius では、キディドラムは 3 線譜で次のように記譜されます。




















ガンコクウェ
ガンコクウェはベルのような楽器で、ふたつの鉄製ベルからなり、木のスティックで打って演奏され
ます。
Sibelius では、ガンコクウェベルは 2 線譜で次のように記譜されます。















ジリ
ジリは西アフリカで生まれたペンタトニックの打楽器です。鍵盤はリガと呼ばれる赤色の硬材でできて
おり、木のフレームに取り付けられています。
Sibelius では、ジリは 5 線譜で記譜されます。
カリンバ
カリンバはムビラという「親指ピアノ」の一種で、アフリカ全土で親しまれています。この楽器は、硬
材でできた共鳴板に鉄でできたバネじかけの鍵盤が取り付けられています。
Sibelius では、カリンバは 5 線譜で記譜されます。
コラ
コラは 21 弦のリュート型ハープで、西アフリカで生まれました。コラの共鳴板には、ひょうたんを半
分にわったものに子牛の皮が張られ、両手の親指と人差し指を使って演奏されます。
Sibelius では、コラは 5 線譜で記譜されます。

アメリカ
バタドラム
バタドラムはナイジェリア生まれの楽器で、3 種の太鼓を持つドラムファミリーのひとつです。現在は
主にキューバで演奏されています。
3 つのうち最も小さいものがオコンコロで、アンサンブルの中では拍をキープする役目を担います。
Sibelius では、オコンコロは 2 線譜で次のように記譜されます。









イトテレは中型サイズの太鼓で、イヤドラムと共に互いに会話の応答のように演奏されます。Sibelius
では、イヤは 2 線譜で次のように記譜されます。









最も大きな太鼓のイヤはアンサンブルをリードする太鼓で、アンサンブル全体としてのリズムを決定
します。他の 2 つのバタドラムと同様、Sibelius ではイヤは 2 線譜で次のように記譜されます。









ビリンバウ
ビリンバウはブラジルの 1 弦打楽器で、もともと西アフリカからきたものと思われます。
ヴェルガと呼
ばれるおよそ 150 センチほどの木の弓に、アラーミと呼ばれる鉄の弦がヴェルガの両端に取り付けられ
強く張られています。
ヴェルガのひとつの端には、カバッサと呼ばれる中を空洞にしたひょうたんがと
りつけられ、これが共鳴体の役割を担います。
演奏者はカバッサを腹部の上で支え、バケッタと呼ばれる木の棒でアラーミをたたいて演奏しますが、
鉄弦の上に小さな石やコインを押し当てて音色を変化させたり、カバッサを腹部から話すように動かし
て “wah-wah” サウンドを出したりします。またしばしば、カシシと呼ばれるラットルをバケッタを持つ
同じ手で持ちながら演奏します。

Sibelius では、ビリンバウは 3 線譜で次のように記譜されます。











アゴーゴ
アゴーゴはアフリカのガンコクウェ（アフリカの章参照）をもとにした高い音高を持ベルで
できています。主に、サイズの異なる二つのベル（そのため異なる音高をもつ）が U 字型の金属に取り
付けられています。普通は木のスティックを打って演奏しますが、この U 字を握り合わせて二つのベル
を互いに当てて演奏することもあります。
Sibelius では、アゴーゴは 2 線譜で次のように記譜されます。















ボンゴベル
ボンゴベルはラテンアメリカの音楽で使用されるカウベルの一種です。Sibelius ではボンゴベル［高］
とボンゴベル［低］の楽器を作成できます。それぞれ 1 線譜で次のように記譜されます。















ボンゴ
ボンゴは、木製の太鼓ふたつを木でつなぎあわせた楽器です。大小サイズの異なる太鼓からなり、大き
いほうはエンブラ（スペイン語で女性の意）、小さいほうはマッチョ（スペイン語で男性の意）と呼ばれ
ます。典型的な太鼓の胴は木ですが、近年は合成金属のものもあります。また、皮は昔から動物の皮が
使用されていますが、最近では合成素材を使用したものもあります。ボンゴは両膝の間にはさんで持ち、
指と手のひらを使って演奏します。

Sibelius では、ボンゴは 2 線譜で次のように記譜されます。















ボックス
ボックス、またはスペイン語でカホンは、その表面をたたいて様々な音色を出す箱です。Sibelius では、
ボックスは 3 線譜で次のように記譜されます。









カバサ
カバサは打楽器の一つで、金属の玉を輪にとおして太い筒の周りに巻いたものに、木の柄がついていま
す。ひねったり振ったりして、がらがら鳴る金属音を発生します。
Sibelius では、カバサは 1 線譜または 2 線譜で記譜され、2 線譜の場合は次のように記譜されます。










チャチャベル
チャチャベルはカウベルの一種でラテンアメリカの音楽で使用されます。Sibelius では、チャチャベルは
1 線譜で次のように記譜されます。









クラベス
クラベスは、ふたつの短く太い棒状のもので昔から木製のものを使用しますが、近年はとくに、耐久性の高い
合成素材が使用されています。打ち合わすと明るく鮮明な音を出します。Sibelius では、
クラベスは 1 線譜で
次のように記譜されます。




コンガ

コンガは背の高く細長いキューバの太鼓で、通常 2 つから 4 つのセットで演奏されます。4 つの太鼓は
しばしば、大きいもの小さいものへとそれぞれ super tumba、umba、congo、quinto と呼ばれます。
Sibelius では、コンガは 1, 2, 3 または 4 線譜で記譜され、3 線譜の場合は次のように記譜されます。
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クイーカ
クイーカはブラジルの摩擦太鼓で、キーキーという高い音を出します。動物の皮でできた太鼓の皮の内
側（太鼓の胴の中）に竹棒を垂直に取り付けた楽器です。クイーカの音は濡れた布で竹棒を上下にこす
ることで発生し、もう一方の手の親指で太鼓の皮を押して音の高低を変化させます。
Sibelius では、クイーカは 1 線譜で記譜されます。









エッグシェーカー
かつてエッグシェーカーは、植物の種をたまごの中に入れ、小さな太鼓の皮で穴を塞いで作られていま
した。たまごを振ると、中の種がたまごの両側そして太鼓の皮にあたって音を出します。今ではプラス
チックまたはその他の耐久性のよい素材によって作られ、太鼓の皮で穴を塞ぐことはありません。
Sibelius には高音、中音、低音のエッグシェーカーが含まれており、すべて 1 線譜で記譜されます。

ギラ
ギラはドミニカ共和国生まれの打楽器で、金属シートに釘で穴をあけて円筒状に形作られ、固いブラシで演
奏します。Sibelius では、ギラは 1 線譜で記譜され、次のように記譜されます。









ギロ
ギロはキューバ生まれの打楽器で、中身を空洞にしたひょうたんの表面に刻みを入れてできています。
木の棒を使って刻みのある表面をこすってラチェットのような音を出します。Sibelius には高音、中音
のギロが含まれており、1 線譜で記譜されます。









ジャムブロック
ジャムブロックはプラスチック製の現代的なウッドブロックで、通常はティンバレス（以下参照）や
ドラムキットに取り付けられています。赤のブロックは低音、青のブロックは高音、などのように音高
が色によって塗り分けられています。
Sibelius では、ジャムブロックは 2 線譜で記譜され、次のように記譜されます。







ジョーボーン
Jawbonoe とは馬、ラバ、またはロバの下あごの歯の残った骨のことを意味します。たたくと歯がガラ
ガラ音を出します。
Sibelius では、ジョーボーンは 1 線譜で記譜され、次のように記譜されます。





パンデイロ
パンデイロは手に持って演奏するフレームのついた太鼓で、
タンバリンとよく似ています。通常のタンバリンと
違って、皮の張力を変化させて高音や低音といった音の高さを変えることができたり、
フレーム周りの金属ベル
の音がドライで響きが持続しません。パンデイロは親指、指先、手のひらでたたいて演奏されます。
Sibelius では、パンデイロは 2 線譜で記譜され、次のように記譜されます。










レインスティック
レインスティックは中が空洞の木筒でできており、筒の内側にピンを張り巡らせ、中にビーズをつめて
作られます。振ったり逆さにしたりすることにより、中のビーズがピンにあたりながら落下して物静か
な雨のような音を出します。
Sibelius には高音、低音のレインスティックが含まれており、1 線譜で次のように記譜されます。




スルド

鋭はブラジル生まれの大きなベースドラムにあたる楽器です。Sibelius では、スルドは 2 線譜で記譜
され、次のように記譜されます。









ティンバレス
ティンバレスは浅薄で高い音が出るようにチューニングされた太鼓です。金属製の胴（ときおりカエデ
や他の木材のものもある）に主にプラスチック製の皮が張られています。この楽器は通常ふたつの太鼓
をペアでつなげて使用し、先端まで同じ太さの木のスティックで演奏します。演奏者は、ヘッド、リム、
胴を使って様々な音色をだすことができます。

ティンバレスの名手（timbaleros）は、
しばしば 2 つ以上の太鼓を使用し、8 つまでを使うことができます。
Sibelius では、ティンバレスは 2 線譜または 5 線譜で記譜され、次のように記譜されます。
high
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極東
バタドラムはナイジェリア生まれの楽器で、3 種の太鼓を持つドラムファミリーのひとつです。現在は
主にキューバで演奏されています。
ガムラン・ゴン・アグン
ゴン・アグンは吊るし型の大きな銅鑼です。Sibelius では、ガムラン・ゴン・アグン［高］とガムラン・
ゴン・アグン［低］があり、両方とも 1 線譜で次のように記譜されます。





ガムラン・クンピャンとクトゥ
クンピャンとクトゥは木製の箱に取り付けられた銅鑼で、形は吊るし型銅鑼と似ています。Sibelius で
は、2 線譜で次のように記譜されます。







ガムランケンゴング
ケンゴングは鉄琴で、グロッケンのように演奏されます。Sinelius では通常の 5 線譜で記譜されます。
ガムラン・クンダン・アグン
クンダン・アグンはクンダン太鼓の中でも最大の太鼓で、最も深い音色を出します。Sibelius では 1 線
譜で次のように記譜されます。





ガムラン・クンダン・チブロン
クンダン・チブロンは中型サイズのクンダン太鼓で、快活で複雑なリズムの演奏を担います。Sibelius
では 1 線譜で次のように記譜されます。





ガムラン・スレンタム
スレンタムは鉄琴で、グロッケンのように演奏されます。Sinelius では通常の 5 線譜で記譜されます。
太鼓
太鼓は、中が空洞の一つの木で作られ、かならず胴の両方の側に皮が張られており、大小さまざまなサ
イズの太鼓があります。皮の張力が強く、胴の大きさに比例して高い音を出す特徴があり、コンサート
スネアドラムのサイズのものから 2 メートル以上もの太鼓まで実にさまざまなサイズがあります。

インド
バーンスリー
バーンスリーは横笛で、6 つまたは 7 つの指穴のある竹でできています。Sibelius では通常の 5 線譜で
記譜されます。
サーランギ
サーランギは弓を用い奏でる弦楽器で、木のブロックから削った箱型のこの楽器はおよそ 60 センチの長
さ、15 センチの幅があります。中を空洞にした低部の共鳴部分の箇所には羊の皮が張られ、像の形をし
た大きなブリッジが 40 もの弦の重さを支えます。
一番太くてきつく張られた 3 本の弦を馬の毛の弓で弾くことにより、他の共鳴弦がラーガ（raga）に重
要な音色を紡ぎだし、そのもの悲しげな共鳴音はサーランギの特徴ある音色となっています。
Sibelius では、サーランギは通常の 5 線譜で記譜されます。
シタール
シタールは、撥弦楽器で、共鳴弦とひょうたんでできた共鳴胴を持ち、とても豊かで響き渡るサウンド
を生み出します。典型的なシタールは 18 から 20 本の弦があり、そのうちフレットの上にはられた 6 本
（ヴィラヤット・カーン・スタイル）または 7 本（ラヴィ・シャンカール・スタイル）の弦を弾いて演奏
します。共鳴弦として残響音を生む残りの弦はフレットの下にあります。
Sibelius では、音符とタブ譜でのシタール表記があり、ヴィラヤット・カーンとラヴィ・シャンカールの
スタイルで記譜できるよう用意されています。
タンブーラー
タンブーラーはネックの長いリュートで、空洞でフレットのないネック上に張られた 4 本から 5 本のワ
イヤー弦をそれぞれ順につま弾いてドローン（持続低音）を出します。その音からは豊かな倍音が発生
し、サーランギよりもより深い音で特徴的なブーンという音がでます。
タブラ
タブラは、大小ふたつの太鼓のペアで構成されています。バーヤーンと呼ばれる大きいほうは金属製の
胴を持ち、左手で演奏します。ダーヤーンと呼ばれる小さいほうは木製の胴を持ち、右手で演奏します。
両方とも太鼓の皮にはヤギ皮を使用しています。

指先と手のひらで演奏するタブラはパーカッシブで複雑なリズムを作ることができます。Sibelius では、
タブラ
は 5 線譜で次のように記譜されます。

















中東
ドゥドゥク
アルメニアで生まれたドゥドゥクはダブルリードの木管楽器で、昔から杏の木で作られていますが、中
東全域において見られるこの楽器はそれぞれの現地で有効な素材を使用して作られています。
Sibelius では通常の 5 線譜で記譜されます。
ダンベック
ダンベックはゴブレット形をしたハンドドラムで、薄皮のドラムヘッドか ? 太鼓の広いほうの端に張ら
れ、反対の端は開いた状態になっています。
Sibelius では、ダンベックは 3 線譜で次のように記譜されます。


















ウード
ウードは洋なし型のリュートで、11 本の弦（5 組 10 本の弦と 1 本の低音弦）、フレットなしのネック、
そしてネックから後ろに曲げられたペグボックスがあります。共鳴胴は良く響き渡る音色を出し、3 つ
の穴があります。ウードは洋なし型のリュートで、11 本の弦（5 組 10 本の弦と 1 本の低音弦）、フレッ
トなしのネック、そしてネックから後ろに曲げられたペグボックスがあります。共鳴胴は良く響き渡る
音色を出し、3 つの穴があります。
Sibelius では、ウードは通常の 5 線譜で記譜されます。
サントゥール
サントゥールは 70 本もの弦をもつダルシマーで、中東だけでなくインドでも演奏されます。台形の共
鳴板には 3 つの木でできたブリッジがあり、左側で弦がピンのまわりに結ばれ、右側似チューニングペ
グがあります。2 本の軽い木のハンマーでたたいて演奏します。
Sibelius では、サントゥールは通常の 5 線譜で記譜されます。

シェーカー
シェーカーファミリーのすべてのシェーカーは 1 線譜で記譜されます。単音表記は一振りのシェイクを、
トレモロ表記は持続するシェイクを意味します。
カシシ
カシシは、種の詰まった底の平らなバスケットでできています。
ココアビーンラットル
ココアビーンラットルは熟したココアの木の実で作られ、振るとさやの中のココア豆がガラガラと鳴る
楽器です。いくつかのさやを一緒につなげて、手や足首そして腰などにつけます。
ゴードマラカス
ゴードマラカスは種がまだ中に入ったままのひょうたんに木の柄をつけてできたハンドシェーカーです。
カヤンバラットル
カヤンバラットルは、アシの茎で作った面に木のふちを付け、その中に小石をいれたケニアのラットル
で、振るとやわらかいガラガラ音がでます。
Nsak ラットル
ナイジェリア生まれの Nsak ラットルは、サトウキビをばらして織り込んだものの底にカラバッシュ
ひょうたんの花盤を付け、中に小石をいれたものです。
シェケレ
シェケレは、ひょうたんの周りにビーズなどを通した網を編んで張り巡らした楽器です。振ったり手
でたたいたりして演奏します。
ワッセンベイラットル
ワッセンベイラットルは、カラバッシュのひょうたんの花盤を使った楽器で、短いビーズのひもで花盤
をつないで棒の先につけたものです。振ったりたたいたりすると、突き刺すような大きなクリック音を
出します。

使用可能なサウンド
Patch

Individual sound IDs

Africa ‒ Djembe

C3 unpitched.drum.medium-low.djembe.ﬁst
D3 unpitched.drum.medium-low.djembe.ﬂat palm
E3 unpitched.drum.medium-low.djembe.pop
F3 unpitched.drum.medium-low.djembe.edge
G3 unpitched.drum.medium-low.djembe.slap
A3 unpitched.drum.medium-low.djembe.pop.mute
B3 unpitched.drum.medium-low.djembe.slap.mute
C4 unpitched.drum.medium-low.djembe.ﬂat palm.mute
C2 unpitched.drum.low.ewe.bass
D2 unpitched.drum.low.ewe.ﬁnger hit
E2 unpitched.drum.low.ewe.ﬂat hand
F2 unpitched.drum.low.ewe.ﬂat hand.2
G2 unpitched.drum.low.ewe.ﬂat hand.slap
A2 unpitched.drum.low.ewe.mute
B2 unpitched.drum.low.ewe.slap.mute
C4 unpitched.drum.medium-low.ewe.bass
D4 unpitched.drum.medium-low.ewe.ﬁnger hit
E4 unpitched.drum.medium-low.ewe.ﬂat hand
F4 unpitched.drum.medium-low.ewe.ﬂat hand.2
G4 unpitched.drum.medium-low.ewe.ﬂat hand.slap
A4 unpitched.drum.medium-low.ewe.mute
B4 unpitched.drum.medium-low.ewe.slap.mute
C3 unpitched.metal.bells.medium.gankokwe
D3 unpitched.metal.bells.medium.gankokwe.mute
E3 unpitched.metal.bells.medium-high.gankokwe
F3 unpitched.metal.bells.medium-high.gankokwe.mute

Africa ‒ Ewe Drums

Africa - Gankokwe

Range

Africa ‒ Gyil
Africa ‒ Kalimbas

pitched percussion.wood.xylophone.gyil
pitched percussion.metal.kalimba

C2‒C7
Bb1‒Bb5

Africa ‒ Kora
Americas ‒ Berimbau

guitar.nylon string.kora
C3 unpitched.exotic.berimbau

F#1‒B5

Americas ‒ Cuban Percussion

D3 unpitched.exotic.berimbau.close
E3 unpitched.exotic.berimbau.tight
F3 unpitched.exotic.berimbau.buzz
C-1 unpitched.drum.medium-low.bata.iya
C#-1 unpitched.drum.medium-low.bata.iya.muﬄed
D-1 unpitched.drum.medium-low.bata.iya.slap
F2 unpitched.drum.low.ewe.ﬂat hand.2
G2 unpitched.drum.low.ewe.ﬂat hand.slap
A2 unpitched.drum.low.ewe.mute
B2 unpitched.drum.low.ewe.slap.mute
C4 unpitched.drum.medium-low.ewe.bass
D4 unpitched.drum.medium-low.ewe.ﬁnger hit
E4 unpitched.drum.medium-low.ewe.ﬂat hand
F4 unpitched.drum.medium-low.ewe.ﬂat hand.2
G4 unpitched.drum.medium-low.ewe.ﬂat hand.slap

Patch

Individual sound IDs

Americas ‒ Cuban Percussion

C0 unpitched.drum.high.bongo
C#0 unpitched.drum.high.bongo.muﬄed
D0 unpitched.drum.high.bongo.slap
D#0 unpitched.drum.medium-low.cajon
E0 unpitched.drum.medium-low.cajon.slap
F0 unpitched.drum.medium-low.cajon.stick hit
F#0 unpitched.drum.medium-low.conga
G0 unpitched.drum.medium.conga
G#0 unpitched.drum.medium.conga.muﬄed
A0 unpitched.drum.medium.conga.slap
A#0 unpitched.drum.medium-low.cuica
B0 unpitched.drum.medium.cuica
C1 unpitched.drum.medium-high.cuica
C#1 unpitched.drum.medium-low.djembe
D1 unpitched.drum.medium-low.djembe.muﬄed
D#1 unpitched.drum.medium-low.djembe.slap.2
E1 unpitched.drum.medium.tambourine.pandeiro
F1 unpitched.drum.medium.tambourine.pandeiro.muﬄed
F#1 unpitched.drum.medium.tambourine.pandeiro.slap
G1 unpitched.drum.medium-high.quinto
G#1 unpitched.drum.medium-high.quinto.muﬄed
A1 unpitched.drum.medium-high.quinto.slap
A#1 unpitched.drum.very-low.super tumba
B1 unpitched.drum.low.super tumba
C2 unpitched.drum.low.super tumba.muﬄed
D2 unpitched.drum.low.surdo
D#2 unpitched.drum.low.surdo.muﬄed
E2 unpitched.drum.medium-low.the box
F2 unpitched.drum.medium.the box
F#2 unpitched.drum.medium-high.the box
G2 unpitched.drum.medium-low.timbale
G#2 unpitched.drum.medium.timbale
A2 unpitched.drum.high.timbale.shell.stick
A#2 unpitched.drum.low.tumba
B2 unpitched.drum.medium-low.tumba
C3 unpitched.drum.medium-low.tumba.muﬄed
C#3 unpitched.drum.medium-low.tumba.slap
D3 unpitched.drum.low.udu.long
D#3 unpitched.drum.low.udu
F3 unpitched.metal.cymbal.ride.crash
F#3 unpitched.metal.cymbal.crash.15 inch
G3 unpitched.metal.cymbal.crash.2
G#3 unpitched.metal.cymbal.splash.15 inch
A3 unpitched.metal.cymbal.splash
C4 unpitched.rattle.cabasa.high
C#4 unpitched.rattle.cabasa.shake
D4 unpitched.rattle.cabasa.slap
D#4 unpitched.wood.medium.guira.short
F4 unpitched.wood.medium.guira.long
F#4 unpitched.wood.medium.guiro.short
G#4 unpitched.wood.medium.guiro.long
A4 unpitched.wood.medium-high.guiro.short
B4 unpitched.wood.medium-high.guiro.long

(continued)

Range

Patch

Individual sound IDs

Americas ‒ Cuban Percussion

C5 unpitched.rattle.maraca.short

(continued)

C#5 unpitched.rattle.maraca.long
D5 unpitched.rattle.maraca.short.2
D#5 unpitched.rattle.maraca.long.2
F#5 unpitched.rattle.shaker.egg.short.3
G5 unpitched.rattle.shaker.egg.medium
G#5 unpitched.rattle.shaker.egg.long.2
A5 unpitched.rattle.shaker.shekere.low
A#5 unpitched.rattle.shaker.shekere.high
B5 unpitched.rattle.shaker.shekere.short
C6 unpitched.rattle.shaker.shekere.short.2
C#6 unpitched.wood.high.claves
D6 unpitched.wood.medium.jam block
D#6 unpitched.wood.medium-high.jam block
E6 unpitched.wood.medium-high.woodblock
F6 unpitched.metal.bells.medium.agogo
F#6 unpitched.metal.bells.medium.agogo.closed
G6 unpitched.metal.bells.high.agogo
G#6 unpitched.metal.bells.high.agogo.closed
A6 unpitched.metal.bells.medium-low.cowbell.bongo
A#6 unpitched.metal.bells.medium-low.cowbell.bongo.mute
B6 unpitched.metal.bells.medium.cowbell.bongo
C7 unpitched.metal.bells.medium.cowbell.bongo.mute
C#7 unpitched.metal.bells.medium.cowbell.cha cha
D7 unpitched.metal.bells.medium.cowbell.cha cha.mute
D#7 unpitched.metal.bells.medium.cowbell.timbale
E7 unpitched.metal.bells.medium.cowbell.timbale.mute
F7 unpitched.wood.high.castanets
F#7 unpitched.exotic.hand clap
G7 unpitched.exotic.ﬁnger click
G#7 unpitched.rattle.jawbone
A7 unpitched.rattle.rainsticks
A#7 unpitched.rattle.rainsticks.2
B7 unpitched.drum.medium.tambourine.stroke.frame
C8 unpitched.drum.medium.tambourine.roll
C#8 unpitched.drum.medium.tambourine.pop
D8 unpitched.metal.bells.high.triangle.stroke.open
D#8 unpitched.metal.bells.high.triangle.stroke.closed
E8 unpitched.metal.bells.high.triangle.stroke.open.2
F8 unpitched.metal.bells.high.triangle.stroke.closed.2
F#8 unpitched.wind.whistle.police.short
G8 unpitched.wind.whistle.police.long
G#8 unpitched.wind.whistle.police.short.2
A8 unpitched.wind.whistle.police.long.2
A#8 unpitched.wind.whistle.ﬂutter.short
B8 unpitched.wind.whistle.ﬂutter.medium
C9 unpitched.wind.whistle.ﬂutter.long

Range

Patch

Individual sound IDs

Far East ‒ Gamelan Ensemble

C2 unpitched.metal.cymbal.gong.gamelan.ageng.low

Range

D2 unpitched.metal.cymbal.gong.gamelan.ageng medium-low
F2 unpitched.metal.cymbal.gong.gamelan.kempyang
G2 unpitched.metal.cymbal.gong.gamelan.ketuk
B2 unpitched.drum.medium-low.kendhang.ageng
C3 unpitched.drum.medium-low.kendhang.ciblon
India ‒ Bansuri

wind.ﬂutes.bansuri

C3‒C7

India ‒ Sarangi

strings.ﬁddle.sarangi

C3‒C7

India ‒ Sitar

guitar.sitar

C2‒C6

India ‒ Tabla

D#1 unpitched.drum.medium-low.tabla.bayan.dha
E1 unpitched.drum.medium-low.tabla.bayan.dhin
G1 unpitched.drum.medium-low.tabla.bayan.ge
G#1 unpitched.drum.medium-low.tabla.bayan.ge.2
B1 unpitched.drum.medium-low.tabla.bayan.dha.2
C2 unpitched.drum.medium-low.tabla.bayan.dhin.2
D#2 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.ta.3
E2 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.tin.2
G2 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.tun
A#2 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.tin
B2 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.ta
C#3 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.ta.2
E3 unpitched.drum.medium-low.tabla.bayan.ka
F3 unpitched.drum.medium-low.tabla.bayan.ka.2
F#3 unpitched.drum.medium-low.tabla.bayan.ka.slap
A3 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.ti
A#3 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.traka
B3 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.ra
C4 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.ta.2
C#4 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.te
D4 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.te.2
D#4 unpitched.drum.medium.tabla.dayan.ra.2

India ‒ Tambura

guitar.tambura

C1‒C5

Mid East ‒ Duduk

wind.oboes.duduk

C3‒G4

Tenors 1 Ahs

F#2 unpitched.drum.medium-low.dumbek.middle
G#2 unpitched.drum.medium-low.dumbek.rim.head
A2 unpitched.drum.medium-low.dumbek.rim
B2 unpitched.drum.medium-low.dumbek.mute
C#3 unpitched.drum.medium-low.dumbek.muted han
D3 unpitched.drum.medium-low.dumbek.muted hand .2
F3 unpitched.drum.medium-low.dumbek.roll.5 ﬁnger
F#3 unpitched.drum.medium-low.dumbek.roll
G3 unpitched.drum.medium-low.dumbek.fast ﬁnger tap
G#3 unpitched.drum.medium-low.dumbek.roll.fast
A3 unpitched.drum.medium-low.dumbek.climbing taps

Mid East ‒ Oud

guitar.nylon string.oud

C2‒C5

Mid East ‒ Santoor

pitched percussion.stringed.hammer dulcimer.santoor

G2‒D6

Patch

Individual sound IDs

Shakers

C1 unpitched.rattle.shaker.caxixi.downswing

Range

D1 unpitched.rattle.shaker.caxixi.motion
E1 unpitched.rattle.shaker.caxixi.palm
F1 unpitched.rattle.shaker.caxixi.upswing
A1 unpitched.rattle.shaker.cocoa bean.short
B1 unpitched.rattle.shaker.cocoa bean.short.2
C2 unpitched.rattle.shaker.cocoa bean
D2 unpitched.rattle.shaker.cocoa bean.2
E2 unpitched.rattle.shaker.egg.clack
F2 unpitched.rattle.shaker.egg.long
G2 unpitched.rattle.shaker.egg.short
A2 unpitched.rattle.maracas.gourd.palm
B2 unpitched.rattle.maracas.gourd.pulse
C3 unpitched.rattle.maracas.gourd.single
D3 unpitched.rattle.maracas.gourd.upswing
E3 unpitched.rattle.shaker.kayamba.shake
F3 unpitched.rattle.shaker.kayamba.single
G3 unpitched.rattle.shaker.nsak.long
A3 unpitched.rattle.shaker.nsak.motion
B3 unpitched.rattle.shaker.nsak.short
C4 unpitched.rattle.shaker.nsak.upswing
D4 unpitched.rattle.shaker.shekere.low
E4 unpitched.rattle.shaker.shekere.downswing
F4 unpitched.rattle.shaker.shekere.motion
G4 unpitched.rattle.shaker.shekere.palm
A4 unpitched.rattle.shaker.shekere.rope
B4 unpitched.rattle.shaker.shekere.swish
C5 unpitched.rattle.shaker.shekere.upswing
D5 unpitched.rattle.shaker.wasembe
E5 unpitched.rattle.shaker.wasembe.2
F5 unpitched.rattle.shaker.wasembe.3
Taiko Drums

pitched percussion.drum.taiko.ensemble

C1-C8

