
 

この講座では、フォルマントシンギング音源の機能や使い方を説明しつつ、
その魅力や可能性について探っています。 
下記のボタンを押してSGボード自身によるご挨拶を聴いて興味を持ったあな
た!! ここは一つ、だまされたと思ってこの講座を読もう!! 

 
講師：米谷　知己(ディプス) 

データ制作：神内敏之(コンピューター・ミュージック・クラブDee)  

このボタンを押して、ワタシ(SG
ボード)の声を聴いてみましょう。

(ご挨拶全文) 

ご用とお急ぎでない方は、読んでください、見てください。 
ワタシのことを隅から隅までずずーいと解説したこの講座。 
ではさっそくスタートすることにいたしましょう。

Click!! 
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フォルマントシンギング音源の実力や如何に!？

　 [1] はじめに

　 [2] フォルマントシンギ
ング音源とSGボード

　
[3] フォルマントシンギ

ング音源に唄わせる
には…

　
[4] フォルマントシンギ

ング音源が音声を発
音する仕組み

　 [1] MIDIデータを準備し
よう

　 [2] 歌詞の入力

　
[3] 歌詞のテキストをSG

リリックエディター
に取り込もう

　
[4] PhoneSEQデータへ

変換する

　
[5] 発音の修正～日本語

の表記による問題点
の修正～

　
[6] 発音の修正～発音方

法による問題点の修
正～

　
[1] SGイージーエディ

ターで音色をエ
ディットしてみよう

こんにちわ。  
フォルマントシンギング音源講座にようこそ。 
さてさて、講座の中身に入るに当たって、フォルマントシンギング音源
に興味を持ったあなたにこの音源で作った曲を聴いていただき、その実
力のほどをお見せしたいと思います。  
 
[1]ラップを唄わせる 

いきなりですが、フォルマントシンギング音源にラップを唄わせてみま
した。 
「ラップちゃうちゃう」という関西の言葉を題材にしたラップです。 
歌詞の内容が判りにくい場合は、解説を読んでみてください。 

Click!  
 

　

「ラップちゃうちゃう」 

作詞：Dr.M(ディプス)　　 
作曲：神内敏之(ディプス) 

あれちゃうちゃうちゃうん？ 
えっ、あれちゃうちゃうちゃうんちゃう？ 
でも、ちゃうちゃうちゃう？ 
うん、ちゃうちゃうちゃうちゃう！

ほんま、ちゃうちゃうちゃうん？  
ちゃうちゃう！、やっぱちゃうちゃう 
でも、ちゃうちゃうちゃう？ 
え～っ、ちゃうちゃうちゃうちゃう！ 

わてらちゃうちゃう、わてらちゃうちゃ
う、 
わてらちゃうちゃうちゃうんちゃう 
わてらちゃうちゃう、わてらちゃうちゃ
う、 
わてらちゃうちゃうちゃうんちゃう 

　 

 



　
[2] プラットフォームか

ら音色をエディット
してみよう

　 [3] 「村祭り」の完成度
をあげよう

　

　

【解説】 

「あれちゃうちゃうちゃうん？」  
あの犬は、チャウチャウじゃないですか？ 

「えっ、あれちゃうちゃうちゃうんちゃ
う？」  
えーっ？あれはチャウチャウじゃないので
はないですか？

「でも、ちゃうちゃうちゃう？」  
でもやっぱり、チャウチャウじゃないです
か？

「うん、ちゃうちゃうちゃうちゃう！」  
うーん。違います。違います!

「ほんま、ちゃうちゃうちゃうん？」 
ほんとうですか？やっばり、チャウチャウ
じゃないですか？ 

「ちゃうちゃう！、やっぱちゃうちゃう」 
違います!、やっぱり違います。 

「でも、ちゃうちゃうちゃう？」 
でも、やっぱりチャウチャウじゃないです
か？ 

「え～っ、ちゃうちゃうちゃうちゃう！」 
え～っ、チャウチャウではありません!!

　 

　

　

[2]唱歌を唄わせる 

次に、音程のある歌も唄えるぞ、ということをアピールするために、文
部省唱歌を唄わせてみましょう。  
本当なら演歌をお聴かせしたいところなのですが(フォルマントシンギン
グ音源は密かに演歌が得意なのです)、著作権の関係で「村祭り」になり
ました。 
講座の2回目と3回目では、この曲の具体的な作り方の手順をご紹介して
います。



Click! 

　

　

「村祭り」　 

文部省唱歌

1. 
村の鎮守の神様の 
今日はめでたいお祭り日 
ドンドンヒャララ　ドンヒャララ 
ドンドンヒャララ　ドンヒャララ 
朝から聴こえる笛太鼓

　

2. 
今年も豊年満作で 
村はそうでのお祭り日 
ドンドンヒャララ　ドンヒャララ 
ドンドンヒャララ　ドンヒャララ 
夜までにぎわう宮のもり 

　 

　

　

[3]リズムを唄わせる

ハイハットの替わりに、フォルマントシンギング音源でリズムを唄わせ
てみましょう。  
唄わせる言葉を入れ替えるだけで、リズムにさまざまな変化を付けら
れ、結構おもしろい効果 を出すことができます。 
みなさんも、ドラムのパターンをバンドのメンバーに伝えるときなど
に、「チキチキツーチキ」といった具合に唄って聴かせることがあると
思います。これは、「口ドラム」なんて言い方で呼ばれていますが、
ちょっと工夫をすればフォルマントシンギング音源にこの「口ドラム」
をやらせてみてもおもしろいかも知れません。 
クラブ系のサウンドには使えると思うのですが、いかがでしょうか。 



Click!  
 

また、フォルマントシンギング音源の声にさまざまなエフェクトをかけ
てシンセサイザーっぽい効果 を出してもおもしろいでしょう。

Click! 
 

さてさて、フォルマントシンギング音源の実力のほどを垣間見てもらっ
たわけですが、いかがでしたか？ 
人間の言葉を忠実に再現する音声合成マシーンのようなモノを求めてい
るのなら、フォルマントシンギング音源の発音はやや物足りないと感じ
られるかも知れません。 
ただ、フォルマントを合成できるシンセサイザー=音楽をするための
ツールとして考えると、非常に大きな可能性をもった音源だと思いま
す。  
この講座をきっかけにして、サンプリングでも、ボコーダーでも、トー
キングモジュレーターでもない、言葉を音楽にするための新しいアプ
ローチが取れる音源、フォルマントシンギング音源の可能性を探ってみ
てください。 

 
←戻る 第1回　Start!! →
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■はじめに

今年になって、フォルマントシンギング音源に関する話題を聴くこと
が多くなりました。しかも、いわゆるリミックスやクラブ系の人がSG
ボードの機能について語っていたりします。 

  
【写真はMU100R】 

  
【PLG100-SG】 

ところで、「唄うシンセサイザーが発売される!!」という衝撃的な事実
を知ったのは、今を去ることン年前。マニュアル制作のためのオリエ
ンテーションでのこと。僕はライターとして参加していたのですが、
説明を聞きながら仕事そっちのけで興奮してました。ところがいざ音
源の説明が始まると、聞き慣れない用語(音節、音素、有声音、無声音
など)がバンバン飛び出して来てあまり理解できず、紹介してもらった
「日本語の音声・音韻」なんて本を買い込んであわてて勉強したもの
です。 
フォルマントシンギング音源ってのは奥が深いんですよ。なにしろ、
日本語の発音をシミュレートしているんですから。このあたりの内容
についてもいずれ説明するつもりですが、国語が苦手だった人は
ちょっと覚悟しといてくださいね(ウソウソ)。 
さてさて、今ではソフトシンセ「S-YXG100plus」にも搭載されてより
身近になったフォルマントシンギング音源ですが、一般 には「北酒場
が唄える音源」(※)という以上の理解はされていないように思います。
まして、その機能や可能性についてはまだまだ知られていない部分が
とても大きいようです。 
というわけで、まずはフォルマントシンギング音源の全体像をざっと
ご紹介することにしましょう。 

※「北酒場が唄える音源」 
PLG100-SGには5曲のデモ曲が同梱されているのですが、そ
の中でも出色の出来なのがこの北酒場。PLG100-SGが発売さ
れた当初は、どの店でもSGボードが唄う北酒場が聴けたもの
でした。 

　

file:///C|/IWTemp/cmsrv/cache/default/main/yamaha_website/WORKAREA/synthdtm/www.yamaha.co.jp/html/product/syndtm/p/plug/plg100sg/
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■フォルマントシンギング音源とSGボード

ここまで、フォルマントシンギング音源、SGボード、ソフトシンセな
どの用語を説明無しに使ってきたので、混乱している人もいるか
も…。 
ということで、ここでちょっと整理をしておきましょう。

フォルマントシンギング音源は、唄うシンセサイザーの音源システム
の呼び名。 たとえば、バーチャルアコースティック音源やAWM音源
などに当たる呼び名です。 

SGボードとは、フォルマントシンギング音源を搭載したプラグイン
ボード「PLG100-SG」のことです。正確な商品名はもちろん
「PLG100-SG」なのですが、愛着を込めてSGボードと呼ばれていま
す。 
このPLG100-SGはプラグインボードなので、プラットフォーム機能を
持った音源モジュール(またはシンセサイザー)に装着して使います。 

この機能は、正しくはモジュラー・シンセシス・プラグイン・システ
ムといって、MU2000/1000などのいわゆるDTM音源をはじめ、CS6x
やS80といったシンセサイザーやCS6Rなどの音源モジュールなど多数
の機器が対応しています。 
電気グルーヴはPLG100-SGをMU128Rに装着して使っていましたが、
他にもモジュラー・シンセシス・プラグイン・システム機能に対応し
た機器なら、どれに装着しても全く同じ状態で使うことができます。 

【MU2000】

【MU1000】

file:///C|/IWTemp/cmsrv/cache/default/main/yamaha_website/WORKAREA/synthdtm/www.yamaha.co.jp/html/product/syndtm/p/dtm/mu20mu10/
file:///C|/IWTemp/cmsrv/cache/default/main/yamaha_website/WORKAREA/synthdtm/www.yamaha.co.jp/html/product/syndtm/p/dtm/mu20mu10/


【S80】

【CS6x】

【CS6R】

ソフトシンセ「S-YXG100plus」は、パソコンのアプリケーションとし
て機能するタイプの音源です。ソフトシンセでありながらプラグイン
システム機能を持っていて、S-PLG100-VLとS-PLG100-SGという2種類
のプラグインのソフトシンセが標準で搭載されています。 
S-PLG100-VLは、バーチャルアコースティック音源をソフト上でシ
ミュレートしたプラグイン。 
S-PLG100-SGは、フォルマントシンギング音源をシミュレートしたプ
ラグインです。 
すなわち、S-YXG100plusにS-PLG100-SGを組み込むと、パソコンだけ
でフォルマントシンギング音源による曲作りを楽しめるというわけで
す。 
「S-YXG100plus」のホームページでは体験版のダウンロードもできる
ので、ぜひ試しに使ってみてください。 
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■フォルマントシンギング音源に唄わせるには…

ここで、フォルマントシンギング音源の機能について説明しておきま
しょう。

フォルマントシンギング音源は、メロディを演奏するためのMIDIデー
タと一緒に、ひらがなの歌詞情報をくっつけて送ってやることで、日
本語の音声合成をリアルタイムで行うモノフォニックの音源システム
です。

単音でメロディを演奏できるという点についてだけを見ると、モノ
フォニックのシンセサイザーと変わりありません。ですから、フォル
マントシンギング音源をキーボードで演奏することもできます。 
たとえば、「る」という歌詞情報を送った後キーボードでメロディを
演奏すると、「るるるるるー」という具合に「る」という声でメロ
ディを唄う状態になります。

通常のシンセサイザーと異なるのは、1音ごとに歌詞情報を送ること
で、歌が唄えるという点です。 
たとえば、C3(ド)というMIDIデータと一緒に「さ」、D3(レ)と一緒に
「い」、E3(ミ)と一緒に「た」という歌詞情報を送ると、「さいた～
♪」と唄ってくれるわけです。

歌詞情報は、フォルマントシンギング音源固有のシステムエクスク
ルーシブとして送る仕組みになっています。システムエクスクルーシ
ブの形式は、発音させる言葉によって細かく定義されていて、ある決
まりに従って並べることで好きな言葉を唄わせることができます。 
といっても、1音ごとにシステムエクスクルーシブを組んでいくってい
うのは大変な作業になるため、簡単に唄わせるためのツール(SGリリッ
クエディター)が用意されています。SGリリックエディターを使えば、
入力したひらがなを自動的にシステムエクスクルーシブに置き換えた
り、MIDIデータに入力されている歌詞情報をひらがなで表示したりで
きます。 
(SGリリックエディターを使った歌詞の入力については第2回目以降で
説明する予定です)



  
【 SGリリックエディター】
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■フォルマントシンギング音源が音声を発音する仕組み

では、フォルマントシンギング音源が歌詞情報によって日本語の音声
を発音できるのは、どういう仕組みになっているのでしょうか？ 

これについて知るためには、人が言葉を発音する仕組みを説明する必
要があります。 

人の声の元になるのは声帯の振動ですが、これは発音する言葉が違っ
てもほとんど変化することはありません。では、なぜさまざまな言葉
がしゃべれるのかというと、口の開け方や喉の形などによって生じる
共振や共鳴、そしてそれに付随する摩擦音や破裂音などが声帯の振動
に付け加えられることで、さまざまな言葉になるワケです。 
こうして作られている声の周波数スペクトルには、特定の周波数領域
に音量 が集中して盛り上がっている部分が何カ所もあります。このス
ペクトルの山はフォルマントと呼ばれていて、人の声が言葉として聞
こえるための重要な要素になっています。

 

声に含まれるフォルマントの数や、各フォルマントの周波数や振幅、
帯域幅などは、声の性質を決める要素であり、声を出す人の性別 や体
格、年齢などによって大きく異なります。たとえば、太い声、がらが
ら声、鼻にかかった声など、声質が違えば、各フォルマントの周波数
や振幅などが変わるわけです。 
しかし、たとえ誰が喋っていても、「あ」は「あ」であり、「い」は
「い」であり、言葉は同じように聞こえます。(もちろん発音の上手、
下手はありますが…) それはなぜでしょうか。 
実は、人の声では発音する言葉の種類ごとに、特徴的なフォルマント
の組み合わせが決まっているのです。声質が違っていても、多様な言
葉を聞き分けることができるのはそのためです。

フォルマントシンギング音源は、音源内部に14個のフォルマントを作
り出すことができ、この14個のフォルマントを組み合わせて多様な言
葉を発音する仕組みになっています。 
14個のフォルマントの内訳は、有声音(※)を合成するためのピッチを



持った有声フォルマントが8個、無声音(※)を合成するためのピッチ情
報を持たない無声フォルマントが6個です。 
さらに、8つの有声フォルマントを周波数の低い方から並べると下図の
ようになります。  
最も周波数が低いのがバズバー。バズバーは、有声破裂音(※)の破裂直
前の音を合成するときに必要になります。 
次に低いのがナザル。ナザルは、鼻音(※)を合成する際に必要です。 
残りの6個については、周波数の低いものから順番に第1フォルマント
から第6フォルマントとなります。  
この6つのフォルマントが言葉を合成する際の主役です。

 
【有声フォルマント】

無声フォルマントを周波数の低い方から並べたのが下図です。  
こちらは、周波数の低い方から順番に第1～第6フォルマントとなりま
す。

 
【無声フォルマント】

有声フォルマント、無声フォルマントの中で第1、第2フォルマントが
特に重要で、この2つのフォルマントによって、どんな言葉で歌ってい
るかをほぼ判別 できます。また、第3、第4フォルマントは、声の性質
や特長を作るのに重要な働きをしており、この2つのフォルマントに
よって、誰が歌っているかをほぼ判別 できます。 
また、フォルマントシンギング音源では、各フォルマントの周波数や
振幅、帯域幅などを変更するとによって音声の種類を変更することが
できます。 
これらのフォルマントを、どう組み合わせて言葉を発音するかについ
ての情報は、音素(※)辞書として音源内部に搭載されています。すなわ
ち、フォルマントシンギング音源が歌詞情報を受け取ると、まず音素
辞書で音素ごとのフォルマントの組み合わせを調べ、14個のフォルマ
ントを組み合わせて音声を合成し、その後に入力されるノート情報に
従って実際に発音するということになります。 

さてさて、第1回目の講座はこれで終わり。 次回は、実際にフォルマ
ントシンギング音源で喋らせたり、唄わせたりする方法をたっぷりと
ご紹介するつもりです。 こうご期待!!



※有声音 
発音する際に声帯が振動する声を有声音といいます。喉に指
を当てて発音してみて、喉が振動するのが有声音です。有声
音には、母音と半母音、そしてバ行、ガ行、マ行、ラ行など
で使用される有声子音が含まれます。 【上に戻る】

　

※無声音 
発音する際に声帯が振動しない声を無声音といいます。喉に
指を当てて発音してみて、喉が振動しないのが無声音です。
日本語では、ハ行、カ行、サ行などの子音が無声音に当たり
ます。【上に戻る】

　

※有声破裂音 
息の通る道が舌や唇によって一度閉じられ、すぐに開放され
ることで発音される音のうち、声帯が振動する音を有声破裂
音といいます。日本語では、バ行、ダ行、ガ行の子音が有声
破裂音に当たります。【上に戻る】

　 

※鼻音(ナザル) 
鼻に抜ける音のことを鼻音といいます。日本語には、「網(ア
ミ)」の「ミ」の子音、「兄(アニ)」の「ニ」の子音、「安置
(アンチ)」の「ン」、「鍵(カギ)」の「ギ」の子音、「安易
(アンイ)」の「ン」のように現れます。鼻音を作るフォルマ
ントは、ナザルと呼ばれています。【上に戻る】

　

※音節 
音節とは言葉を構成する要素で、一般的には50音に当たるも
のです。たとえば、「雨」という単語は「あ」と「め」のよ
うに2つの部分に分けることができます。このように、一般 
的に前後に切れ目があると感じられる音声上の単位を音節と
読んでいます。この場合、「あ」や「め」がそれぞれ音節に
当たります。

　



※音素 
音素とは音節を構成する要素で、言葉を最も細分化した情報
です。たとえば、「め」という音節は、「mhe」と「ej」の2
つの音素で構成されています。  
【上に戻る】

　 

第2回目へ進む→

　

　

　

　



　 [1] MIDIデータを準備し
よう

　 [2] 歌詞の入力

　
[3] 歌詞のテキストをSG

リリックエディター
に取り込もう

　
[4] PhoneSEQデータへ

変換する

　
[5] 発音の修正～日本語

の表記による問題点
の修正～

　
[6] 発音の修正～発音方

法による問題点の修
正～

　

はじめに… 

フォルマントシンギング音源に関する質問で最も多いのが、「どうやって唄わせるの？」という
ものです。

僕自身も、実際にやってみるまではとても疑問でした。 
言葉をどうやって音源に伝えるの？  
ちょっとした発音の違いなんかも再現できるの？  
同じ言葉を短く切ったり長く伸ばしたり、違う雰囲気で唄えるの？  
などなど、疑問は尽きませんでした。 

おそらく、これを読んでいる皆さんも同じような疑問を感じているのでは？ 
そこで今回の講座では、フォルマントシンギング音源を唄わせる手順を具体的にご紹介したいと
思います。 

　

[1]MIDIデータを準備しよう

はじめに、フォルマントシンギング音源に唄わせたい曲のMIDIデータを用意します。  
つまり、唄わせたい曲をシーケンサーで打ち込むってこと。  
とりあえずメロディのMIDIデータがあれば唄わせることはできるんだけど、雰囲気を盛り上げる
ためにバッキングも作りましょう。 
MIDIデータの作り方の決まりはありません。いつものように、作ればOK。 
(ほんとは、普段とは違うところが1つだけあるのですが、これについては後で修正方法を説明し
ています。)

もちろん、インターネットからダウンロードしたMIDIデータでもOK。  
中でも、MidRadio(ミッドラジオ)でダウンロードできるXFフォーマット対応のカラオケデータな
ら、あらかじめ歌詞まで入力されているからフォルマントシンギング音源を唄わせるにはピッタ
リ。

 
この講座では、「村祭り」という曲を使います。そう、あの「村の鎮守の神様の～♪」って曲。
いわゆる文部省唱歌ってヤツです。 
もちろん、僕としてはもう少しおしゃれな曲にしたかったのですが、著作権の関係でこの曲に
なってしまいました。 
では、用意したMIDIデータを下記で聴いてみてください。 

Click!

【ヒント】 
このサウンドVQファイルは、kashi.midをオーディオデータとして録音し、サウンドVQで圧縮し
たものです。PLG100-SGをお持ちでない方は、このファイルをダウンロードして発音をご確認く
ださい。  

　 

MIDIファイル 
(講座と同じ手順で実際にエディットしたいという方は、ここからMIDIデータをダウンロードして
くださいね) 

 
■フォルマントシンギング音源の音色を選ぶ 

http://www.midradio.ne.jp/


唄わせたい曲のMIDIデータが用意できたら、メロディパートをフォルマントシンギング音源の音
色を使う設定に書き換えます。 
具体的には、バンクセレクトMSB、LSBとプログラムチェンジを次のように変更すればOK。 

バンクセレクトMSB=82  
バンクセレクトLSB=0  
プログラムチェンジ=1 

下記はこのデータをXGworksで入力した画面です。

【ヒント】 
バンクセレクトMSBを82に書き換えると、PLG100-SGがセットされていない音源では音が鳴らな
くなります。 

さてさて、これで1つ目の手順はおしまい。 
続いて、フォルマントシンギング音源に唄わせる歌詞を入力です。 

　

　



　 [1] MIDIデータを準備し
よう

　 [2] 歌詞の入力

　
[3] 歌詞のテキストをSG

リリックエディター
に取り込もう

　
[4] PhoneSEQデータへ

変換する

　
[5] 発音の修正～日本語

の表記による問題点
の修正～

　
[6] 発音の修正～発音方

法による問題点の修
正～

　

　

[2]歌詞の入力

フォルマントシンギング音源に唄わせる歌詞は、テキストデータとして準備すればOK。  
つまり、普段使っているワープロソフト(一太郎とかワードとか…)で入力すればそれでOKってこ
と。 
なーんだっていうぐらい簡単でしょ。 

ワープロソフトなんて持ってないってひとは、パソコンに付属のテキストツールを使いましょう。  
Windowsを使っているひとは、[スタート]→[プログラム]→[アクセサリ]→[ワードパッド]をクリッ
ク。 

Macintoshなら、SimpleTextをダブルクリック。

これなら、パソコンを使っていれば必ず使えるハズ、ですよね。

　

■歌詞を入力するときのルール 
 
というわけで実際に歌詞を入力するわけだけど、そのときにぜひ守って欲しいのが次の2つのルー
ル。 

[ルール1] 使える文字は、「ひらがな」と「カタカナ」だけ。

歌詞の中に漢字や英数字が混ざっていると、フォルマントシンギング音源は唄うことができませ
ん。 
言い換えると、フォルマントシンギング音源は漢字や英数字が読めないってこと。(なんと、フォル
マントシンギング音源の文字認識のレベルは5歳児並ってことなんですね!!) 
でも、漢字や英数字はいろいろな読み方があるからしかたがないところでしょう。勝手に歌詞が変
わっちゃっても困るしね。 
というわけで、漢字や英数字は、全部「仮名」に置き換えて入力しましょう。 
たとえば、「村の鎮守の神様の」→「むらのちんじゅのかみさまの」とか、「1、2、3」→「い
ち、に、さん」。 

[ルール2] 音符の区切りと息継ぎの位 置を記号で示そう。

どの歌詞がどの音符に割り当てられているのか、どこで息継ぎをするのかをフォルマントシンギン
グ音源に教えないといけない、というわけ。 
僕たちが唄う場合でも、音符の区切りや息継ぎの位置が判らないとちょっと唄いにくいよね。  
どんな記号を使うかというと、音符の区切りが「　」(スペース)、息継ぎが「/」(スラッシュ)。  
たとえば、「むらのちんじゅのかみさまの」→「む ら の ち ん じゅ の か み さ ま の/」となる。

　



■村祭りの歌詞を入力しよう

ではでは、次の歌詞を2つのルールに従ってテキスト入力してみよう。

村祭り　 

文部省唱歌

1. 
村の鎮守の神様の

今日はめでたいお祭り日

ドンドンヒャララ　ドンヒャララ

ドンドンヒャララ　ドンヒャララ

朝から聴こえる笛太鼓

2. 
今年も豊年満作で

村はそうでのお祭り日

ドンドンヒャララ　ドンヒャララ

ドンドンヒャララ　ドンヒャララ

夜までにぎわう宮のもり 
 

下記に入力例を示しておきます。 
 

む_ら_の_ち_ん_じゅ_の_か_み_さ_ま_の/

きょ_う_は_め_で_た_い_お_ま_つ_り_び/

どん_どん_ひゃ_ら_ら_どん_ひゃ_ら_ら/

どん_どん_ひゃ_ら_ら_どん_ひゃ_ら_ら/

あ_さ_か_ら_き_こ_え_る_ふ_え_た_い_こ/

(上記の例では、分かやすくするためスペースの代わりに「_」の記号で表記していま
す) 

　

 
■テキストファイルで保存しよう

歌詞の入力が終われば、テキストファイルとして保存しましょう。  
一太郎やワードなどのワープロを使っている場合は、ワープロの専用ファイルで保存しないように
気を付けてください。 
たとえば、ワードの場合には、「名前を付けて保存」のダイアログの「ファイルの種類」欄をク
リックして、メニューから「テキストのみ(*.txt)」を選べばOK。



ここでは、「kashi.txt」というファイル名で保存しておきましょう。 

　

　 

　

　

　



　 [1] MIDIデータを準備し
よう

　 [2] 歌詞の入力

　
[3] 歌詞のテキストをSG

リリックエディター
に取り込もう

　
[4] PhoneSEQデータへ

変換する

　
[5] 発音の修正～日本語
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法による問題点の修
正～

　

[3]歌詞のテキストをSGリリックエディターに取り込もう

ここからの作業には、SGリリックエディターが必要になります。 
 
■SGリリックエディターとは  
 
SGリリックエディターとは、歌詞を入力したテキストデータをフォルマント
シンギング音源を唄わせるための特殊なデータにコンバートするソフトで
す。  
このソフトを使うと、テキストデータから歌詞を取り込めるだけでなく、簡
単な操作でフォルマントシンギング音源の細かい発音の修正まで行えます。 
フォルマントシンギング音源を唄わせるためのデータはPhoneSEQ(フォーン
シークと読みます)データと呼ばれ、システムエクスクルーシブで構成され
るとても複雑なデータです。 
もしSGリリックエディターが無ければ、音素表とMIDIデータフォーマット
を確認しながらPhoneSEQデータを1文字ずつ手作業で組むという膨大な手
順が必要になり、簡単に使いこなすという状況ではなくなります。 
フォルマントシンギング音源を簡単に唄わせることができるのも、SGリリッ
クエディターがあればこそ、と言えます。 
 
■SGリリックエディターを起動する 

では、SGリリックエディターを起動しましょう。 
ただ、SGリリックエディターはWindows版とMacintosh版では入手方法や起
動方法が異なるため、Windowsの場合とMacintoshの場合を分けて説明しま
す。  
 
●Windows版の場合

Windows版のSGリリックエディターはXGworksのプラグインソフトとして
用意されていて、MU2000/MU1000などのプラグインボード対応の音源機器
に同梱されているCD-ROMに、XGworks liteとともに収録されています。 ま
た、HELLO! MUSIC!シリーズのWindows版に同梱のCD-ROMには、XGworks
とともに収録されています。

XGworksとは、ヤマハが開発・発売しているシーケンスソフトです。現行の
バージョンは、Windows版がXGworksV4.0、Macintosh版がXGworksV3.0と
なっています。このソフトには、後からさまざまな機能が追加できるプラグ
イン機能が搭載されていて、後から追加する機能はプラグインソフトと呼ば
れます。



 
Windows版のSGリリックエディターは、XGworksの[プラグイン]メニューか
ら[SGリリックエディター]をクリックして起動します。 
 

[SGトラック選択]ダイアログ(下図)が表示されるので、メロディのトラック
(「村祭り」の場合はトラック1)を選択して[OK]をクリックします。 

 
 
SGリリックエディターのメイン画面が開いて、メロディのノートデータが表
示されます。 

 



 
 
 
 
●Macintosh版の場合

Macintosh版のSGリリックエディターは、MU2000/MU1000などのプラグイ
ンボード対応の音源機器に付属のCD-ROMに収録されています。 また、アン
ケートに答えると無料で入手できるアンケートウェアーとしても、ヤマハの
Synth&DTMのページでダウンロードできます。こちらは、独立したソフト
として作られており、XGworksが無くても起動できます。 
SGリリックエディターのファイルをダブルクリックして起動しましょう。 

ファイルメニューから「開く」を選択するとダイアログボックスが表示され
るので、唄わせたいメロディの入ったファイルを選択します。 すると、フォ
ルマントシンギング音源のパート番号を指定するためのダイアログボックス
が表示されるので、選択したファイル中の歌わせたいメロディのMIDIチャン
ネルとそのパート番号を指定します。 

　

OKボタンをクリックするとSGリリックエディターが開きます。  
 
　

■歌詞を取り込もう 



SGリリックエディターが起動したら、いよいよテキストから歌詞を取り込む
作業に入りましょう。  
メニューバーから[編集]→[歌詞インポート]にポインターを移動し、サブメ
ニューから[テキストファイル]をクリックします。 

 

 
 
[ファイルを開く]ダイアログ(下図)が表示されるので、先ほど保存したテキ
ストファイルを選択して、[開く]をクリックします。  
 

 

歌詞が取り込まれ、SGリリックエディターの歌詞欄に表示されます(下図)。  
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[4]PhoneSEQデータへ変換する

SGリリックエディターに取り込んだ歌詞を、PhoneSEQデータに変換
しましょう。 

■PhoneSEQデータへの変換 

メニューバーから[編集]→[すべてを選択]をクリックしてすべての歌詞
を選択状態にし、続けて[編集]→[PhoneSEQデータ変換]をクリックす
ると、すべての歌詞がPhoneSEQデータに変換されます(下図)。 

　　　　　　　

　

これで、PLG100-SGが発音する状態になりました。それではさっそく
再生してみましょう。



Click! 

MIDIファイル 

再生してみて歌詞の入力の間違いに気付いたときは、下記の手順で歌
詞を修正しましょう。  
 
　

■歌詞の間違いを修正しよう

歌詞の修正  
歌詞の欄をダブルクリックして反転表示にし、正しい歌詞を入力して
から[ENTER]を押します。 

　 
　　　　　　　　　　　 　　　　修正したい文字をダブルクリック 

 
 
歌詞の挿入  
挿入位置にカーソルを移動してから、[編集]→[空白行の挿入]をクリッ
クすると、空白行が挿入されそれ以降の歌詞がすべて後ろに移動しま
す。  
 



　　　　　　　　

 
　

歌詞の削除  
削除する歌詞にカーソルを移動してから[編集]→[削除]をクリックする
と、歌詞が削除されそれ以降の歌詞がすべて歌詞を削除した行数分だ
け前に移動します。この場合、削除されるのは歌詞だけで、音符は削
除されません。 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消したい範囲を選
択する 

　　　　　　　　　　　　　　　  



 

　　　　　　　　

 

　　　　　　　　

 
 

歌詞の消去 
消去する歌詞にカーソルを移動してから[編集]→[切り取り]をクリック
すると、歌詞が削除され、その位 置は空欄になります。 
 



  
　　　　ここをクリックするたびに 呼気マークが入力/削除される  

　

呼気マークの入力/削除  
呼気の欄をクリックすると、クリックするごとに呼気マーク[▼]が入
力/削除されます。 

参考　「呼気マークの働き」
標準状態においてPLG100-SGは、鍵盤を離しても(ノー
トオフを受信しても)音が途切れず、次の鍵盤を弾くま
で(ノートオンを受信するまで)音が鳴り続ける仕組み
になっています。呼気マークを入力すると、鍵盤を離
したときに(ノートオフを受信したときに)発音が止ま
ります。

Click!

MIDIファイル 

　

さて、このままでは「歌詞は間違っていないけれどおかしな発音をし
ている」という状態になっているはずです。また、「発音が不明瞭で
歌詞が聞き取りにくい」と感じている方もおられるでしょう。そこ
で、次の手順で発音の修正を行いましょう。 
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[5]発音の修正～日本語の表記による問題点の修正～ 

ここでは、日本語の表記による問題点と、発音方法による問題点の2種類の修正を行います。  
まずは、日本語表記による問題点から修正していきましょう。 

日本語には、「私は」と書いて「わたしわ」と発音するなど、実際の発音と異なる表記をする場
合があります。はじめに、それを修正しましょう。慣れてくれば、この修正はテキストファイル
を作成するときに済ますようにしましょう。

村祭りの歌詞の修正ポイントを列記します。

きょうは→きょおわ  
ほうねん→ほおねん  
むらは→むらわ  
そうでの→そおでの 

では、修正作業を始めましょう。 
まず、修正を行う歌詞の欄をダブルクリックして反転表示にします。  
 

  
　　　　　　　　　　ここをダブルクリック 
 
 
この状態で、歌詞を入力、修正、削除などの作業が行える状態になります。 
そこで、修正する文字を削除し、正しい文字を入力して確定してから[ENTER]を押します。 
すると、入力した文字のPhoneSEQが表示されます。 

 
　　　 正しい文字を入力→PhoneSEQも自動的に修正される 

　

同じ方法で、他の箇所も修正してみましょう。
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[6]発音の修正～発音方法による問題点の修正～

次に、発音方法による問題点を修正していきましょう。

日本語には、言葉の組み合わせによって発音が変化する場合がありま
す。その代表的な例が鼻音と無声音です。課題曲の「村祭り」には鼻
音、無声音ともありませんが、次に修正方法を解説しましょう。

 
■鼻音の修正

鼻に抜ける音のことを鼻音といいます。たとえば、「網(アミ)」の
「ミ」の子音、「兄(アニ)」の「ニ」の子音、「安置(アンチ)」の
「ン」、「鍵(カギ)」の「ギ」の子音、「安易(アンイ)」の「ン」のよ
うに現れます。では、「かぎ」の「ぎ」を鼻音に変更する場合の手順
を説明します。  
まず、SGリリックエディターの「ぎ」のPhoneSEQデータをダブルク
リックして、[PhoneSEQデータの編集]ダイアログを表示します。次
に、音節/音素一覧から「ぎ(鼻)」をクリックし、[ADD>>]ボタンをク
リックします。  
「ぎ(鼻)」が挿入されます。ここで、「ぎ」をクリックして反転させ
[DEL<<]ボタンをクリックすると、「ぎ」が削除されて「ぎ(鼻)」だけ
が発音する状態になります。 



参考　「音節と音素」
音節  
音節とは言葉を構成する要素で、一般的には50音にあたるもので
す。  
たとえば、「雨」という単語は「あ」と「め」のように2つの部分に
分けることができます。  
このように、一般に前後に切れ目があると感じられる音声上の単位
を音節と読んでいます。この場合は、「あ」、「め」がそれぞれ音
節に当たります。  
 
■音素 
音素とは音節を構成する要素で、言葉をもっとも細分化した情報で
す。 
たとえば「め」という音節は、「mhe」と「ej」の2つの音素で構成
されています。 

 
■無声音の修正

発音する際に声帯が振動しない音を無声音といいます。喉に指を当て
て発音してみて、喉が振動しないのが無声音です。  
日本語では、ハ行、カ行、サ行などの子音が無声音に当たります。本
来有声音である音が声帯を振動せずに発音されるとき、その音は無声
化しているといいます。たとえば、明日(アシタ)のシに当たる部分では
喉が震えずに無声化しているのがわかります。

無声音の修正も鼻音と同様に行います。[PhoneSEQデータの編集]ダイ
アログには、無声音を発音するために「し(無)」、「す(無)」などの音
節を内蔵しています。

　

次に、村祭りでの修正ポイントを上げておきます。このポイントを参
考にして修正してみましょう。 
 
●「マ行」の音節に「ン(mhn)」を挿入する 
マ行」の音節に「ン(mhn)」を挿入すると、口がしまった状態から
「マ」が発音されますので、発音がはっきりします。  
 
●「の」の音節に「ン(mhn)」を挿入する  
「の」の音節に「ン(mhn)」を挿入すると、「お」に聴こえがちだっ
たのが、はっきりと「の」に聴こえるようになります。 

Click! 

　 



MIDIファイル

　

参考　「修正の考え方」
ここで、音素を修正する際の考え方について、「ひゃらら」の赤文
字の「ら」を修正する場合を例にとって説明します。 

 
■発音の確認 
まず、SGリリックエディターで2つの「ら」をクリックしてみます。
歌詞をインポートした状態では、全く同じ発音の「ら」が2つ並んで
いることがわかります。PhoneSEQデータは、どちらも「rha aj」で
す。[SGリリックエディター]ウィンドウの上部のスピーカーのアイコ
ンをクリックして発音する状態にし、「ら」をクリックして発音を
確認してみましょう。やはり、同じ発音です。 

ためしに、実際に「ひゃらら」と歌ってみましょう。赤文字の
「ら」は少し短いのに気づきます。それでは、発音を短くする方法
をいくつか試してみましょう。

　

■促音を入れてみよう 
発音を短くする方法として、促音の「っ」を入れる方法がありま
す。そこで、次手順で[PhoneSEQデータの編集]ダイアログの[音節/
音素]一覧から「っ」を挿入してみます。 

[SGリリックエディター]ウィンドウの「ら」のPhoneSEQデータ表示
をダブルクリックして、[PhoneSEQデータの編集]ダイアログを表示
します。 

[音節/音素]一覧の[音節]タグを選択した状態でスクロールし、「っ」
をクリックして反転させてから[ADD>>]ボタンをクリックします。
「ら」のあとに「っ」が挿入されます。

テスト欄の[変更前]と[変更後]をクリックして変化を確認しましょ
う。確かに、短く切れるようになりました。 

[OK]をクリックして[PhoneSEQデータの編集]ダイアログを閉じま
す。

SGリリックエディターで再生してみましょう。ロケーション欄でダ
ブルクリックすると、その位 置から再生が始まる状態になります。 

再生すると、実際に歌った場合と少し違うような感じがします。
[DELL<<]をクリックして、「っ」を削除しましょう。



　

■呼気マークを入れてみよう 
次に、呼気を入れてから音符の長さを短くして、発音を短くする方
法を試してみましょう。次の手順で操作してください。 

SGリリックエディターで、「ら」の段の[呼気]欄をクリックして、呼
気マークを表示します。

XGworksのピアノロールウィンドウを開いて、呼気マークを付けた
「ら」に対応する音符を探します(ロケーションの数字を確認すると
見つけやすくなります)。 
グリッドをフリーにしてから、音符の長さをいろいろに変更してみ
ましょう。何度も再生して最適な長さに設定しましょう。

なかなかいい感じになってきました。

　

■ベロシティでアクセントの位 置を調節する 
言葉が自然に聞こえるためには、アクセントの位 置も重要です。次
に、ベロシティでアクセントの位置を調節しましょう。「ひゃら
ら」の赤文字の「ら」は、弱く発音した方が自然に聞こえるので、
次の手順でベロシティを少し下げましょう。

リストウィンドウを開いて、赤文字の「ら」に当たる音符を探しま
す。スピーカーのアイコンをクリックしてオンにし、カーソルを移
動するとPLG100-SGが発音するので見つけやすくなります。

ベロシティにカーソルを移動し、数値を入力してすこし値を小さく
します。

再生して聴いてみましょう。

ずいぶん、自然な発音になってきました。

　

■もう少し考えてみよう  
これで、「ひゃらら」の修正は一応完成ですが、全く別 のアプロー
チもあります。たとえば、「ひゃらら」をゆっくりと発音してみる
と、切れていると思った「ら」と「ら」の間で、舌を上の歯の裏側
に付けた状態で「rha」という音を出しているのに気づきます。

つまり、「ら」の後ろに「rha」を挿入すると、より自然な発音にな
るかもしれません。 

　

■「ら」の後ろに「rha」を挿入する 
[SGリリックエディター]ウィンドウの「ら」のPhoneSEQデータ表示



をダブルクリックして、[PhoneSEQデータの編集]ダイアログを表示
します。

[音節/音素]一覧の[音素]タグを選択した状態でスクロールし、
「rha」をクリックして反転させてから[ADD>>]ボタンをクリックし
ます。「ら」のあとに「rha」が挿入されます。 

テスト欄の[変更前]と[変更後]をクリックして変化を確認しましょ
う。

「ら」を構成する「rha」と「aj」の長さを調節することで、発音が
少しずつ変わります。これを調節して、自然に発音するように工夫
しましょう。

[OK]をクリックして[PhoneSEQデータの編集]ダイアログを閉じま
す。

再生してみて気に入らなければ、再び「rha」と「aj」の長さを調節
しましょう。 

これで、ベロシティを調節すれば、また違った感じの「ひゃらら」
ができあがるはずです。 

PLG100-SGのおもしろさは、音節や音素の組み合わせ、ベロシティ
によるアクセント、ピッチベンドによるイントネーションなどを変
更することで、個性的な歌声を作ることができる点だと思います。

これに音色のエディットを加えれば、そのバリエーションはなかな
かのモノです。いろいろ工夫して、個性豊かな歌声を作り出してく
ださい。 

　 

 
　 

第3回目へ進む→

　

　



　
[1] SGイージーエディ

ターで音色をエ
ディットしてみよう

　
[2] プラットフォームか

ら音色をエディット
してみよう

　 [3] 「村祭り」の完成度
をあげよう

　

はじめに… 

フォルマントシンギング音源は、PCM音源のように録音された音を再生
するだけという音源ではなく、音源システムの中で音を作り出している
音色合成系の音源です。ですから、音色パラメーターを操作すること
で、自由に音色を作り替えることができます。音色を作り替えるという
より、むしろ声質を作り替えると云った方が現実に近いかもしれませ
ん。どちらかというと、フォルマントシンギング音源のパラメーター
は、言葉の発音に関わるようなものが中心です。 
では、第2回目で作成した「村祭り」の声質を作り替えて、曲の完成度を
上げる方法を紹介しましょう。 

　

[1]SGイージーエディターで音色をエディットしてみよう

フォルマントシンギング音源をエディットする方法として、SGイージー
エディターを使う方法と、PLG100-SGを装着したプラットフォーム
(MU2000/1000やMU128など)を直接操作する方法があります。 
ここではまず、SGイージーエディターを使う方法からご紹介しましょ
う。

　

■SGイージーエディターとは

SGイージーエディターとは、フォルマントシンギング音源の音色をグラ
フィカルな操作でエディットするためのソフトです。 
このソフトを使うと、フォルマントシンギング音源内のさまざまなパラ
メーターの働きを組み合わせて、「年齢」、「鼻-効果 」、「舌-効
果」、「喉-効果」などの判りやすいパラメーターに置き換えてエディッ
トすることができるようになります。 
また、各フォルマントの周波数やレベルを一覧しながらマウスで設定す
る画面 も用意されています。



　

■SGイージーエディターを起動する

SGイージーエディターは、Windows版のXGworksのプラグインソフトと
して用意されていて、XGworksV4.0におまけで付いてくるほか、フォル
マントシンギング音源を搭載したプラグインボード=PLG100-SGにも
XGworks liteと共に付属しています。 
SGイージーエディターは、XGworksの[プラグイン]メニューから[SGイー
ジーエディター]をクリックして起動します。

 
 
[SGパート選択]ダイアログ(下図)が表示されるので、SGリリックエディ
ターで作成したPhoneSEQデータのあるパートナンバー（SGマークが表
れます）を設定して[OK]をクリックします。「村祭り」では、パート1に
なります。 



 

SGイージーエディターウィンドウが開きます。

　

■音色を選ぶ

エディットを行う前に、エディットの元になる音色を選びます。プリ
セット音色欄の[変更]ボタンをクリックすると、[プリセット音色選択]ダ
イアログが表示されます。 

 ここをクリック 
 
ここで、カテゴリーをクリックし、音色をクリックします。  
[クリックモニター]にチェックを入れると、音色をクリックしたときに
選択した音色が発音します。 



カテゴリーの「大人の男性」～「子ども」では、音程や雰囲気の異なる
いろいろな声質です。 
では、いくつかの音色を選んで、「村祭り」を唄わせてみましょう。  
使っている音色は、「001：M-Male」→「013：M-YHusky」→「024：
F-Enka」→「031：F-Pops」「043：Baby」の順番に替わっています。 

Click!

 
カテゴリーの「生物」では羊やカエル、蚊といった動物の雰囲気、「エ
イリアン」は宇宙人っぽい雰囲気、「ロボット」ではロボットの雰囲気
の歌声になっています。 
これらの音色で「村祭り」を唄わせましょう。  
使っている音色は、「052:Kaeru」(カエル)→「055:Kah」(蚊)→「061:
Mercury」(水星人)→「064:Jupiter」(木星人)→「073:HAL100(コン
ピューター)」の順番に切り替わっています。

Click! 
 
このように、笑える音色も入っていたりして、プリセット音色を聴くだ
けでも結構楽しめます。 生物やエイリアンの音色などは、唄わせるより
もSE音などで使った方が効果 的かも知れませんね。 

 
■音色を作り替える 

プリセットの音色が一通り聴けたところで、最もオーソドックスな
「001:M-Male」をさまざまに作り替えてみましょう。 
音色のエディットで最も重要なのが、[色づけ]ウィンドウの[声質1]、[声
質2]タグです。各パラメーターのスライダーを左右に操作することで、
声の質感が大きく変化します。 

 



　  

まず、[色づけ]ウィンドウの[声質1]タブの[周波数全体]で、フォルマント
周波数を変更しましょう。ここでは、全体的にフォルマント周波数を変
えることで、あたかも声質を男性ボーカルから女性ボーカルへと移り変
わるような効果 が得られます。  
 
　　　　　　　　このスライダーを少しずつ右に操作する 

 
 

Click! 
 
 
次に、[声質2]タブの[Hi-レベル]を少し下げ、[Low-レベル]を少し上げる
と、幅の広い、ボーイッシュな歌声ができあがります。  
 
　　　　　　　このスライダーを少しずつ左に操作する



 
　　　　　　　 このスライダーを少しずつ右に操作する  
 
 

Click! 
 
 
続いて、子供が歌っているような声にしてみましょう。 
まず、[周波数全体]で全体的にフォルマント周波数を上げてから、[年齢]
のスライダーを右に動かして年齢の効果 を上げます。 
次に、[舌-効果]のスライダーを右に動かして、少し舌足らずな感じを出
しましょう。  
最後に、[声質2]タブの[ささやき]を少し下げ、[Hi-レベル]を少し上げ、
[Low-レベル]を少し下げると子供らしい歌声になります。

Click! 

　

声にビブラートをかけてみましょう。 [色づけ]ウィンドウの特殊効果 で
ビブラートを選び、スライダーでビブラートの深さを設定します。 

 
 

参考



[色づけ]ウィンドウの[声質1]、[声質2]タグに含まれる効果 
は、実際には[プラスアルファ]ダイアログの中の複数のパ
ラメーターを操作することで音色を変更しています。

どのパラメーターを操作するように設定されているのかは
公開されていません。これらの効果 が設定されているおか
げで、SGイージーエディターではPLG100-SGの音源構造を
深く理解しなくても音色を変更することができます。

 
　[プラスアルファ]ダイアログ 

 
　

■テンプレートを保存する 

せっかく作った音色が消えてしまわないように、修正した音色の情報を
テンプレートとして保存しましょう。

[登録]ボタンをクリックして、[テンプレート登録]ダイアログが表示し、
テンプレートの名前を入力してから[はい]をクリックします。これで、
パラメーターを変更した値がテンプレートとして登録されます。 

　  

　

テンプレートを呼び出すには、[リスト]ボタンをクリックして、表示さ
れるテンプレートのリストから目的のテンプレートを選択します。  



　   

　

　 

■SGイージーエディターの設定をセットアップ小節に貼り付ける 

修正した音色の情報をシーケンサーに貼り付けて、修正した音色がソン
グデータを再生するだけで再現するようにしましょう。

SGイージーエディターがアクティブの状態で、メニューバーから[設定]
→[SGパラメーター貼り付け]をクリックして、[貼り付け]ダイアログを表
示します。 
ここで、パラメーターを貼り付ける位置をトラック、メジャー、ビー
ト、クロックで設定して[OK]をクリックします。 

 

　

　



　
[1] SGイージーエディ

ターで音色をエ
ディットしてみよう

　
[2] プラットフォームか

ら音色をエディット
してみよう

　 [3] 「村祭り」の完成度
をあげよう

　

　

[2]プラットフォームから音色をエディットしてみよう

MU2000/1000やMU128など、PLG100-SGを装着したプラットフォームからフォルマントシンギン
グ音源を直接エディットする方法を紹介しましょう。  
SGイージーエディターはWindows版しかないため、Macintoshを使っている場合はこの方法で音源
をエディットしてください。 
ここでは、MU2000/1000にPLG100-SGを装着しているものとして説明します。  
 
 
■プラットフォームとは？

XGプラグインシステムやモジュラーシンセシスプラグインシステムでは、これらのシステムに対応
した音源やシンセサイザーのことをプラットフォームと呼んでいます。プラットフォームには、プ
ラグインボードを装着するための拡張コネクターが用意されていて、そこにプラグインボードを装
着することで音源の機能を大幅に拡張することができます。 
一方、プラットフォームに装着するPLG100-SG(フォルマントシンギング音源搭載のボード)のよう
な拡張ボードをプラグインボードと呼んでいます。 
 
 
■PLG100-SGのパートを設定する

プラグインボードを装着したら、最初にボードをアサインするパートの設定を行いましょう。 
この設定をしなければ、ボードの音色を選ぶことができません。  
パートの設定は次の手順で行います。  
 
(1)[UTIL]ボタンを押してメニュー画面を表示します。

　 

　

(2)[SELECT←/→]ボタンを押してカーソルを「PLG」に移動し、[ENTER]ボタンを押して画面 を表示
します。

    

　

(3)[SELECT←/→]ボタンを押して「PLG100-SG」を表示させ、[ENTER]ボタンを押してPLG100-SGの
設定画面 を表示します。

   

    

　

(4)[SELECT←/→]ボタンを押して「PartAssign=」画面 を表示します。



   

　

(5)ダイアルをまわして、PLG100-SGを割り当てるパートを選択します。  
ここでは、パート01に設定します。 

   

 
 
■PLG100-SGのボイスを選んでみよう

MU2000/1000本体を操作して、PLG100-SGの音色を選んでみましょう。  
[PLAY]ボタンを押してプレイモードに戻ってから、次の操作で音色を選んでください。  
 
(1)[SELECT]ボタンを何度か押して、PLG100-SGのアイコンを表示します。

　  

　

(2)ダイアルをまわして音色を選びます。

[AUDITION]ボタンを押すと選んだ音色が発音します。 

　

　

■PLG100-SGのエディット画面に入る

PLG100-SGの音色をエディットする画面に入りましょう。この画面 でパラメーターを変更すると、
フォルマントシンギング音源の声を変えることができます。 

(1)[EDIT]ボタンを押して、メニューを表示します。

　 　

　

(2)[SELECT→]ボタンを何度か押してカーソルを「PLUGIN」に移動し、[ENTER]ボタンを押します。
すると、PLG100-SGのエディット画面 に入ります。 



     

 
 
■音色修正のヒント 

ではパラメーターを操作して音色を修正しましょう。下記に各パラメーターの性格と音色修正のヒ
ントを簡単に説明します。  
 
●フォルマント フリケンシー1，2 

第1、2フォルマントのフォルマントレベルを増減することで、主に発音の明瞭さを変更します。数
値を上げるほど発音が明瞭になります。あわせて、声質も変わります。 
 
●フォルマント フリケンシー3、4

第3、4フォルマントのフォルマントレベルを増減することで、主に声質を変更します。数値を上げ
るほど、張りのある声になります。 
 
●フォルマント フリケンシー オール

すべてのフォルマントのフォルマントレベルを増減することで、声全体の音程を変更します。値を
下げると声が低くなり、発音が不明瞭になります。値を上げると声は高くなります。 
 
●アンボイスト/ボイスト バランス 

有声音と無声音の音量バランスを調整します。無声音が耳障りなときには、値を少し上げましょ
う。 
 
●ピッチ デュレイション タイム



値を上げると音程変化がなめらかになります。ただし、上げすぎると何を歌っているのかわからな
くなります。 
 
●フォーン モーフ 

値を上げることで声の性別が徐々にに変化します。元のボイスが女性の声なら徐々に男性っぽく、
元のボイスが男性の声なら徐々に女性っぽくなります。 
 
●コアーティキュレーション タイムコンプレッション レシオ

異なる音素の発音のつながり具合を設定します。値を上げると発音がなめらかにつながるようにな
り、下げると発音が切れるようになります。 
 
●コンソナント コンプレッション レシオ 

子音の発音時間を調節することで、発音の明瞭さを変更します。一般 的に、ゆっくり発音するとき
には値を大きくして子音の発音時間を長く、早口で発音するときには値を小さくして子音を短くし
ます。

以上のヒントを元にして、値をいろいろとさわってください。

　

■設定をセットアップ小節に貼り付けよう

修正した音色の情報をシーケンサーに貼り付けて、修正した音色がソングデータを再生するだけで
再現するようにしましょう。 

PLG100-SGのエディット画面でパラメーターを変更してから、[ENTER]を続けて2回押すと、そのパ
ラメーターを設定するためのMIDIデータが16進数で表示されます。

     

　(2回続けて押す)  
 
 
これを、そのままお使いのシーケンサーに入力すれば設定完了です。設定を変更した画面 を表示し
て、順番にMIDIデータを入力していきましょう。

　



　
[1] SGイージーエディ

ターで音色をエ
ディットしてみよう

　
[2] プラットフォームか

ら音色をエディット
してみよう

　 [3] 「村祭り」の完成度
をあげよう

　

[3]「村祭り」の完成度をあげよう

最後に、タイミングと歌い方(節回し)の修正、そしてエフェクトの設定を
行って、曲を完成させましょう。 
 
■タイミングの修正  
 
音節や音素によって発音時間にバラツキがあり、リズムが遅れて聴こえるよ
うな場合があるため、ノートデータのタイミングを細かく移動して正確なリ
ズムに聴こえるように修正します。

タイミングの修正は、主にピアノロールウィンドウで行います。次に、
XGworksを使った場合の手順を説明しておきます。

 
(1)タイミングを細かく修正するために、グリッドボタンの[FREE]をクリック
し、ツールバーの[水平方向のズームイン]ボタンをクリックして表示を拡大
した状態にします。 

 
(2)修正したいノートバーにポインターを移動し、ポインターが[+]に変化し
た位 置でマウスのボタンを押してそのまま左右にドラッグします。 

 
(3)タイミングを変更したら、すぐに再生してタイミングのずれが修正された
かどうかを確認します。 

 

Click!  
このサウンドVQファイルは、taiming.midをオーディオデータとして録音
し、サウンドVQで圧縮したものです。PLG100-SGをお持ちでない方は、こ
のファイルをダウンロードして発音をご確認ください。サウンドVQファイ
ルの再生については、MidRadio Playerをご利用ください。  
 

MIDIファイル 

このデータはsyuusei.midの発音タイミングを修正したデータです。 

　 



　 

■歌い回し(節回し)の修正 

ピッチベンドやベロシティ、エクスプレッションによって節回しやこぶしな
どを付け、人間が実際に歌っている感じに近づけます。

アクセントは、通常はベロシティで表現します。プリセットボイスによって
設定が異なりますが、一般 的にベロシティによってすべてのフォルマントの
レベルが変化し、音量をコントロールすることができます。

歌い回しや節回しは、ピッチベンドで歌声に細かいピッチ変化を付けること
で表現します。ピッチ変化は、歌を表現する上で最も重要なポイントの一つ
です。

音が持続している間での音量変化は、エクスプレッションで表現します。特
に、伸びている音に対して、音量 が自然に減衰するようなエクスプレッショ
ンを入力しましょう。

下記は、「kansei.mid」の一部をXGworksのスタッフウィンドウで表示した
画面 です。これを見ると、エクスプレッション、ピッチベンド、ベロシティ
が細かく入力されているのがわかると思います。 
 
 

  



 

Click!  
このサウンドVQファイルは、kansei.midをオーディオデータとして録音し、
サウンドVQで圧縮したものです。PLG100-SGをお持ちでない方は、この
ファイルをダウンロードして発音をご確認ください。サウンドVQファイル
の再生については、MidRadio Playerをご利用ください。 

MIDIファイル

　

■エフェクトの設定 

XGプラグインシステムでは、プラグインボードから出力された音声信号が
プラットフォームになっているXG音源内部のミキサーやエフェクトをすべ
て通 るシステムになっています。そのためプラグインボードの出力音に対し
て、さまざまな効果 を付加することができます。

PLG100-SGをMU100/100Rに装着した場合も、PLG100-SGの出力に対して
MU100/100Rが内蔵する6系統のエフェクトをすべてかけることもできま
す。 
 
では、インサーションエフェクトを使って、PLG100-SGパートにエコーをか
けてみましょう。 
 
(1)インサーションエフェクト1のインサーションパートをパート1に設定し
ます。 

(2)インサーションエフェクト1のエフェクトタイプをエコーに設定します。 

(3)ドライ/ウェットバランスでエコーの深さを設定します。 

Click! 

 

　

　

　

　




