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効果音作成の基本的な流れ効果音作成の基本的な流れ
①GameSynth.exeを起動。右図のようなメイン画面が立ち上
がります。

作りたい効果音に適したサウンドモデルを、①のリストか
ら選択します。
例：剣を振る風切り音をつくりたい→Whoosh(風切り音)モ
デルを選択。
例：魔法のキラキラ…音をつくりたい→Particles(パーティ
クル)モデルを選択。
※本マニュアルの次ページ以降、各サウンドモデルの特徴や
使い方を紹介しています。

各サウンドモデルに備わっている②のエディタの中で、パ
ラメータなどを調整して効果音を作成。
③の再生ボタンで音をプレビューしながら、音を調整
（SHIFTキーでのキーボードプレビューも便利です）

もしくは、画面左の④プリセット画面から、用意されてい
るプリセットを呼び出すことも可能。

⑤のRenderボタンから、作った音をwav書き出し。表示さ
れる⑥の設定ウィンドウで、単一サウンドとしてのwav書
き出しや、バリエーションをもたせた複数のwav書き出しも
可能。



風にまつわる効果音を作成できます。
生成効果音の一例生成効果音の一例

剣やパンチの風切り音（ヒュッ！）  

大型の武器の風切り音（ブオン！）  

穏やかな風音（ヒュー…）  

竜巻（ゴオオ）  

物体の通過音（ブオオン）  

波音（ザザア…）  布すれ音（サッ）

に線を描くと、風切り音をつくれます。に線を描くと、風切り音をつくれます。

ストロークのX軸がパン、Y軸がピッチ（＝物体の通過する速度）に反映され、リ
アルタイムに風切り音が生成されます。ペンタブレットをお使いの際は、筆圧が
振幅（＝音の大きさ）に反映されます。本モデルでは、スケッチパッド上に複数
の線を描くことができ、線を何本も重ねることで、力強いタイプの風音に仕上げ
ることができます。

で、風音の時間変化を指定します。で、風音の時間変化を指定します。

Create EnvelopeCreate Envelope
Durationを調整すれば、音の長さが変わります。グラフ内のノードを調整するこ
とで、風音の時間変化を調整できます。また、画面右側のアイコンからシェイプ
プリセットを呼び出すこともできます。
Analysis SampleAnalysis Sample
手持ちの効果音wavをドラッグ＆ドロップすることで、効果音内のエンベロープ
情報を抽出し、効果音作成に利用することができます。

で、音源を指定します。で、音源を指定します。

風音を発生させる音源として、下記の３つの音を使用できます。またそれぞれを
ミックスすることも可能です。
DeflectorsDeflectors
プロシージャル的に風音を作り出します。グラフ内をダブルクリックすることに
より、左図の水色三角のような「空気とぶつかって音を鳴らす風切り板
（=Deflector）」を作成できます。横軸が周波数帯、縦軸が強度に相当し、三角
形のノードはCtrlを押しながら左右にドラッグすることで、山すそが広がります。
SampleSample
手持ちの効果音wavをドラッグ＆ドロップすることで、音源として利用できます。
Drop toneDrop tone
低周波のうなり音を生成できます、これをミックスすることで棍棒を振るような
力強い風切り音に仕上がります。

WhooshモデルWhooshモデル 風切り音モデル風切り音モデル

Sketch PadSketch Pad

EnvelopeEnvelope

Sound SourcesSound Sources



で、風音にエフェクトをかけたりバリエーションを量産すで、風音にエフェクトをかけたりバリエーションを量産す
ることができます。ることができます。
LFOLFO
適用することで、竜巻のような効果が生まれます。
VariationsVariations
これらの値（上から順にDuration(音の長さ)、Deflector(風切り
板)、Movement(ペンのストローク）、Pitch(ピッチ）にバリエーションをもた
せることで、画面左下の再生ボタンを押すたびに、異なる聞こえ方の風切り音が
生成されるようになります。
※GameSynth画面左下の再生ボタンの隣にある、Variation値を０以外に設定して
おく必要があります。
MasterMaster
イコライザで周波数帯を調整、サチュレーターで風音に荒々しさを追加、ディレ
イで山びこ効果を与えることができます。

ParametersParameters



様々な材質の打撃音（ガン・ゴン）や摩擦音
（ゴロゴロ…ズルズル…）といった、物理的
に発生する音をデザインできます。
生成効果音一例生成効果音一例

木のぶつかる音

プラスチックのぶつかる音

金属をひきずる音  ガラスを転がす音

マンガ風の衝突音（ボイーン的な音）

で、材質や大きさを設定します。で、材質や大きさを設定します。

画面左側のグラフ内をダブルクリックすることで、オレンジの共鳴モードを作成
していきます。この複数のオレンジのバー（共鳴モード）の組み合わせが、材質
特有の響き方になります。
GlobalタブGlobalタブ
物体のピッチ、ダンピング（響く時間）、衝突の瞬間のインパクトの強さなどを
設定できます。
ModulationタブModulationタブ
ここでモジュレーションを加えることで、マンガのようなユーモラスな衝突音に
仕立てることができます。

で、ランダムに材質を作成することもできます。で、ランダムに材質を作成することもできます。

またこちらの５つのボタンで、木、金属、プラスチック、ガラス、砂利といった
材質パラメータをランダムに作ることも可能です。

で、物体の衝突時に発生するノイズ音を追加できます。で、物体の衝突時に発生するノイズ音を追加できます。

このエリアでは、以下の3種類の方法で、物体の衝突時に発生するノイズを設定で
きます。
Hard ImpactノイズHard Impactノイズ
ある周波数帯をもった衝突ノイズのことで、画面左側のグラフをダブルクリック
してオレンジの三角形を作ることで作成できます。オレンジ頂点のノードは、Ctrl
を押しながらドラッグすることで面積も広げられます。
Soft ImpactノイズSoft Impactノイズ
グラニュラーノイズのことで、画面右側のSoft Impact Level、Soft Impact
Densityなどで設定できます。
手持ちの効果音wav手持ちの効果音wav
手持ちの衝突効果音wavファイルを、サンプルとして重ね合わせることもできま
す。
先ほどのImpact Resonanceエリアで作成した「響き音」と、このImpact Noiseエ
リアで作成した「衝突ノイズ音」をミックスすることで、単発の衝突音「ゴン」

Impact/ContactモデルImpact/Contactモデル 打撃音・摩擦音モデル打撃音・摩擦音モデル

Impact ResonanceImpact Resonance

材質生成ボタン材質生成ボタン

Impact NoiseImpact Noise



音のデザインが可能となります。

ウィンドウで、摩擦表面の状態を設定します。ウィンドウで、摩擦表面の状態を設定します。

以降の操作は、物体の摩擦音（ガラガラ…音）を作成したい場合に必要です。
このエリアでは、摩擦表面のツルツル・ザラザラ感やでこぼこの具合を調整でき
ます。（表面生成アルゴリズムに基づき、物体を擦るための表面が生成されてい
きます）

に線を描くことで、摩擦音を作り出します。に線を描くことで、摩擦音を作り出します。

スケッチパッド内にマウスで線を描くことで、摩擦音が発生します。先ほど
Surfaceエリアで作成した表面が床となっています。Ｘ軸にパンが反映されるほ
か、ペンタブレット使用時には、筆圧が音の大きさに反映されます。

で、画像情報を音に反映できます。で、画像情報を音に反映できます。  　　

また、右の画像呼び出しエリアから、手持ちの画像テクスチャをスケッチパッド
上に呼び出すことができます。画像を呼び出したのち、画面右のコンボボックス
から例えばBrightness（明るさ）を選択すると、 ストロークのペン先の位置の画
像の明るさが、表面のでこぼこ具合となり、摩擦音の作成に反映されていきま
す。

前述のSurfaceウィンドウ設定が「ミクロレベルでの表面状態の調整」とするなら
ば、この画像呼び出し機能は「マクロレベルでの表面状態の調整」がといえま
す。

SurfaceSurface

Sketch PadSketch Pad

テクスチャ呼び出し機能テクスチャ呼び出し機能



レトロな8ビットゲーム効果音を作成できるモ
デルです。サブトラクティブシンセシス（減
算合成）による効果音作成ができます。
得意とする効果音生成ジャンル得意とする効果音生成ジャンル

レトロゲーム音（ピコピコサウンド）

ユーザーインターフェス系音

にて、オシレーター（発振器）を設定しますにて、オシレーター（発振器）を設定します

音源となる波を発生させます。本モデルには２つのオシレーターが備わっていお
り、画面上部のタブで切り替えられます。それぞれでpulse、saw、sineなどの音
を発生されられます。mix（ミックス）、ring（リングモジュレーション）、
sync（ハードシンク）といった手法で、2つのオシレーター音を合成し新たな波
形を作り出すこともできます。

にて、アルペジオを設定しますにて、アルペジオを設定します

画面上部タブから、アルペジエーターを設定できます。テンポや分割調整ほか、
ワンショット、もしくはループ設定の変更が可能です。

にて、フィルタを設定できます。にて、フィルタを設定できます。  　　

こちらのエリアで、周波数成分のフィルタリングが可能です。

RetroモデルRetroモデル レトロ効果音モデルレトロ効果音モデル

OscOsc

ArpArp

FilterFilter



にて、LFOを設定できます。にて、LFOを設定できます。  　　

音を変調させるためのモジュレーションを作成できます。pulse、randomなど7種
の波形を選べるほか、フェードイン設定もかけられます。

にて、エンベロープを設定できます。にて、エンベロープを設定できます。

4セグメントエンベロープが2セット備わっています。「Get from Arp」ボタンを
押すことで、設定中のアルペジオ情報から最適なエンベロープ長さが求められま
す。また、グラフ内で右クリックを押すと、一般的なエンベロープシェイプを呼
び出すことができます。

にて、エフェクト調整を行います。にて、エフェクト調整を行います。

これまで設定しておいたLFOやエンベロープを、ピッチや振幅情報に割り当てるこ
とができます。各マトリックス上でマウスを上下方向にドラッグすることで色が
変わり、白色に近づくほどモジュレーション強度が強くなります。

で、線を描いて変調させます。で、線を描いて変調させます。

このRetroモデルの場合、Sketch Pad内に線を描かなくでも音が再生されますが、
ドローイングを行った場合、横軸をパン、縦軸をピッチ情報として音に反映され
ます。

で、エフェクトを適用できます。で、エフェクトを適用できます。

ビットクラッシュ、サチュレーター、ゲインを適用できます。

LFOLFO

EnvelopesEnvelopes

Modulation MatrixModulation Matrix

Sketch PadSketch Pad

Effects and GainEffects and Gain



ツール内で各種音源やエフェクトモジュール
を繋げていくことで、ユーザー自身が独自の
プロシージャルサウンドモデルを組み立てる
ことができるモデルです。
組み合わせ次第で、ありとあらゆるジャンル
の効果音を作成することができます。

を右クリックから呼び出すを右クリックから呼び出す

画面上を右クリックし、呼び出したいモジュールを選び出します。呼び出せるモ
ジュールは大きく下記の５つに分類されています。
■Audio Generation(緑色モジュール)Audio Generation(緑色モジュール)
「音源」に相当するモジュールです。水音、ストリング音、チップ音などの音源
となります。
■Audio Processing(赤色モジュール)Audio Processing(赤色モジュール)
「「フィルター」に相当するモジュールです。ディレイ、リバーブなどの各種
フィルタで音を変化させられます。
■Control Signals(青色モジュール)Control Signals(青色モジュール)
「変調」に相当するモジュールです。カーブ、LFO、スケッチパッドなどが使用で
きます。
■Logic(橙色モジュール)Logic(橙色モジュール)
「ロジック」によって音をコントロールするモジュールです。
■Output(黄色モジュール)Output(黄色モジュール)
出力モジュールです。音を出すのに必要となります。

の意味を理解するの意味を理解する

各モジュールに備わっている端子から端子へ、マウスポインタをドラッグ＆ド
ロップすることで、モジュール同士を接続していきます。

一つのモジュールには複数の端子が用意されており、それぞれの端子の種類も３
種類に分類されます。それぞれ

緑＝オーディオシグナル
青＝コントロールシグナル
赤＝ロジックシグナル

の情報が流れていく仕組みになっています。 
基本的な音作りの考え方として、以下のように考えるといいでしょう。

①まず■各音源モジュール（緑色のモジュール）を出発点とし、■黄色のアウト

ModularモデルModularモデル モジュラーモデルモジュラーモデル

各種モジュール各種モジュール

３種類のケーブル３種類のケーブル



プットモジュールへオーディオシグナルが流れていく。　
②必要に応じて、音源モジュールからアウトプットモジュールの間に■エフェクト
モジュール（赤色のモジュール）をかませることで音が変化する。
③さらに必要に応じて、■ロジックモジュール（橙色のモジュール）を繋げて音を
制御し、■コントロールモジュール（青色のモジュール）を繋げて音を変調させ
る。

を呼び出して、構造を見てみる。を呼び出して、構造を見てみる。

Tsugiのサウンドデザイナーによって設計された各種プリセットモジュールが、
ツール画面左側から呼び出せます。 簡単な構造モジュールから、複雑なモジュー
ルまで様々なものが用意されますので、まずはプリセットを呼び出し、各種モ
ジュールパラメータを いじってみると、理解の近道になるでしょう。

標準プリセット標準プリセット



手持ちのサンプル音を音源とし、グラニュ
ラー合成によってモジュレートすることで、
様々な粒子系サウンドを作成できます。
生成効果音一例生成効果音一例

魔法音（キラキラ…）

水音（チャプチャプ…）

地震音（ゴゴゴ…）

瓦礫（ガラガラ…）

ジェット（ビュオオ）

パワーアップ（ギュイイン）  BGM

各種サウンドテクスチャ

にて、パーティクル素材に用いるサンプル音源の設定を行いますにて、パーティクル素材に用いるサンプル音源の設定を行います

まず、Samplesボックス内にパーティクルの音源として使用したい効果音wavを
ドロップします（効果音wavは複数ドロップ可能です）。 それぞれのウェイト
（0~1.0で表示されている発生確率）を設定したのち、画面中央のスケッチパッド
に線を描くと、効果音wavがランダムに選ばれながらパーティクル音が生成されま
す。

にて、パーティクルの発生を設定しますにて、パーティクルの発生を設定します

エミッターのシェイプ、サイズ、発生頻度を設定できます。
ShapeShape
円型、垂直や水平などエミッターシェイプが用意されており、Sizeによって大き
さを調整可能です。
RateRate
パーティクルの発生頻度を設定できます。
PeriodicPeriodic
パーティクルの発生間隔を一定にするか、それともランダム性を持たせるかを設

ParticlesモデルParticlesモデル パーティクルサウンドモデルパーティクルサウンドモデル

SoundSound

EmitterEmitter



定できます。

にて、個々のパーティクルの調整を行いますにて、個々のパーティクルの調整を行います

LifetimeLifetime
個々のパーティクルの寿命、パーティクルの移動速度、パーティクルの発生方向
などを設定できます。Movement ModulationチェックボックスをONにすると、
パーティクルの動きが音に反映されます。

にて、音階を設定できます。にて、音階を設定できます。  　　

スケッチパッドで描画する際、パーティサウンドのピッチを日本音階、中国音階
などに設定できます。

にて、線を描いてパーティクル音をつくります。にて、線を描いてパーティクル音をつくります。

X軸・Y軸・筆圧X軸・Y軸・筆圧
　　
デフォルトではそれぞれパン、ピッチ、振幅が割り当てられていますが、割り当
てるパラメータは画面下のコンボボックスで変更することができます。
パーティクルの発生頻度・ライフタイム・フィルターのカットオフ・レゾナン
ス・ディレイといったパラメータを割り当てれば、サウンド表現の幅が広がりま
す。

ParticlesParticles

Pitch ScalePitch Scale

Sketch PadSketch Pad



にて、各種エフェクトを適用できます。にて、各種エフェクトを適用できます。  　　

各種エフェクトを適用できます。

EffectsEffects



手持ちのボイスファイルを、エイリアン・怪
物・ロボット系ボイスにチェンジしたり、ま
たはラジオ・電話風エフェクトや空間エフェ
クトをかけるための、多目的ボイスエフェク
トツールです。
生成効果音一例生成効果音一例

エイリアン系ボイス

クリーチャー系ボイス

悪役ロボット系ボイス  心の声

隣の部屋から聞こえてくる声

ラジオ・電話風ボイス  など

ラックに、まず手持ちのボイスファイルを入れるラックに、まず手持ちのボイスファイルを入れる

画面上側に固定されている「INPUTラック」内に、使用したい手持ちのボイス
ファイルをドロップしておきます。

ラック内の小さい白三角ボタンで、ボイスファイルのプレビューが可能です。

を追加していきます。を追加していきます。

画面左側に用意されている各種エフェクトから、使用したいエフェクトをダブル
クリック（もしくは、画面中央にドラッグ＆ドロップ）することで、プロセシン
グチェーンの中にエフェクトが追加されます。

INPUT内のボイスファイルは、様々なエフェクトを通過し、最終的にOUTPUTで
出力される仕組みです。

個々のエフェクト内のスライダーを操作することで、パラメータも調整可能で
す。

この時点で画面左下の再生ボタンを押すと、ボイスファイルにエフェクトが適用
されているのが分かります。

で、パラメータを変調させることも可能です。で、パラメータを変調させることも可能です。

またINPUTラック内には、サンプルボイスのAmplitude（振幅）、Pitch（ピッ
チ）、Noisiness（ノイズ成分）を分析し、その結果をモジュレーションに利用す
る機能も備わっています。各サウンドパラメータの黒丸にカラーボールをドラッ
グ＆ドロップすることで、そのサウンドパラメータを変調させることができま
す。

VoiceFXモデルVoiceFXモデル ボイスエフェクトモデルボイスエフェクトモデル

INPUTINPUT

左側から各種エフェクト左側から各種エフェクト

サンプル分析結果サンプル分析結果



で、パラメータをで、パラメータを
変調させることも可能です。変調させることも可能です。
ウィンドウ右側に備わっている、LFOやエンベロープを用いて、同様の方法でサウ
ンドパラメータを変調させることができます。また、スケッチパッドのＸ、Ｙ
軸、筆圧値をサウンドパラメータに割り当てて、線を描いてリアルタイムに変調
させることもできます。

でアサインした要素の範囲調整ができまでアサインした要素の範囲調整ができま
す。す。

LFO、エンベロープ、スケッチパッドパラメータLFO、エンベロープ、スケッチパッドパラメータ

カラーボールの上下ドラッグカラーボールの上下ドラッグ



GameSynthに搭載されているサウンドパラメータのうち、左図の
ような ツマミ中央が黄色になっているタイプのパラメータに
は、ランダム幅(左図の黄色の帯になっている部分)を設定できま
す。

これは、ツマミを部分をマウスで上下にドラッグ、もしくはダブル
クリックして値を直接設定することで、帯の長さを調整できます。

GameSynth画面左下の再生ボタンによって、調整した効果音が生
成・プレイバックさせる瞬間、この黄色の帯の範囲でランダムに値
が決定されます。 そのため「似ているけど響き方の異なる」効果
音が、再生ボタンを押すごとにランダムで生成されていきます。

例えば「剣のぶつかる音」を例にとると、「カン」「カキーン」
「キン」のような効果音バリエーションを量産し、必要に応じてそ
れらを書き出すことができます。

こちらの日本語チュートリアルこちらの日本語チュートリアルで、動画つきで実例が説明されて
います。

GameSynth画面左側のエリアにて、 時間に沿って変化するカーブ
を作成できる「Automation curves」機能があります。

ここで作ったカーブを、ドラッグ＆ドロップで各サウンドパラメー
タに割り当てることで、 そのパラメータ値を連続的に時間に沿っ
て変化させることができます。

例えば風切り音モデルにおいて、右肩上がりにしたオートメーショ
ンカーブをLFO値に適用すると、「じょじょにスピンを強めてい
く竜巻」のような音が作れます。使いこなせば、ダイナミックな効
果音をデザインするのに役立つでしょう。

サウンドメイキングを手助けする便利機能サウンドメイキングを手助けする便利機能
ランダムレンジ機能ランダムレンジ機能 「似てるけど違う」聞こえ方の効果音バリエーションを、自動で量産できます。「似てるけど違う」聞こえ方の効果音バリエーションを、自動で量産できます。

オートメーションカーブ機能オートメーションカーブ機能 パラメータを時間に沿って連続的に変化させられます。パラメータを時間に沿って連続的に変化させられます。

メタパラメータ機能メタパラメータ機能 複数のサウンドパラメータを１つの変数で制御できます複数のサウンドパラメータを１つの変数で制御できます

http://tsugi-studio.com/web/jp/gamesynth_blog/blog5.html


前述のオートメーションカーブ機能と同様の方法で、「メタパラ
メータ」という値を各パラメータに割り当てることができます。

これは右図の下のように、複数のサウンドパラメータを１つの変数
でコントロールする仕組みです。

これはGameSynthをゲーム内でランタイム駆動させる際に、威力
を発揮します。

例えばGameSynth内で、岩の転がる音（ゴロゴロ…）を作ったと
します。その後、「岩の転がる速度」という名前でメタパラメータ
を作成し、メタパラメータ内でピッチ、ボリューム、LFOモジュ
レーションなどを調整しておきます。

ゲームプログラマは、この「岩の転がる速度」メタパラメータを通
して、ゲーム内の岩の落下と音をシンクロさせられるため、ゲーム
の視覚演出と音をうまく同期させる手段になります。

GameSynth画面左側に、サウンドモデルごとに豊富なプリセット
が備わっています。

クリエイティブに使える音を手早く引き出せるほか、サウンドデザ
インのアイディアも得られるでしょう。

こちらのオンラインパッチリポジトリサイトオンラインパッチリポジトリサイトにて、必要なサウン
ドパッチを検索・ダウンロードして利用することも可能です。

GameSynthで作成した効果音、もしくは効果音バリエーション
は、Wwise、Unity、ADX2、FMODといったゲームエンジン・ゲー
ムサウンドミドルウェアへエクスポート可能です。　

こちらの日本語チュートリアルこちらの日本語チュートリアルにてUnityエクスポート機能
を、こちらの記事の下段こちらの記事の下段にて、Wwiseエクスポート機能を実演し
ています。

プリセットプリセット 制作に使える音を手軽に引き出せます。制作に使える音を手軽に引き出せます。

ミドルウェアへのエクスポートミドルウェアへのエクスポート 作成した効果音と設定情報を、各種メジャーなゲームツールへダイレクトに転送できま作成した効果音と設定情報を、各種メジャーなゲームツールへダイレクトに転送できま
す。す。

http://procedural-audio.com/patch
http://tsugi-studio.com/web/jp/gamesynth_blog/blog3.html
http://tsugi-studio.com/web/jp/gamesynth_blog/blog5.html


 公式PDFマニュアル公式PDFマニュアル
Windowsの【スタート】→【GameSynth Tool】フォルダに
て、ツール開発者による公式pdfマニュアルが複数用意されて
います。ModularモデルやVoiceFXモデルの詳しいマニュアル
も用意されています。

  日本語チュートリアルブログ 日本語チュートリアルブログ
Tsugi公式サイトにて、効果音作成テクニックの日本語チュー
トリアルが複数公開されています。こちらこちらからアクセスいた
だけます。

 TsugiブログTsugiブログ
Tsugi公式ブログにて、ツール開発者による英語チュートリア
ルが複数公開されています。こちらこちらからアクセスいただけま
す。

 Tsugi日本ツイッターTsugi日本ツイッター
GameSynthを用いたゲームデモや告知を行っています。こちこち
ららからアクセスいただけます。

ステップアップのためのチュートリアルステップアップのためのチュートリアル
GameSynth公式チュートリアルやマニュアルのご紹介です。以下の資料やサイトに、より高度なチュートリアルが載っております。

http://tsugi-studio.com/web/jp/gamesynth_blog/blog1.html
http://tsugi-studio.com/blog/category/gamesynth/
https://twitter.com/tsugistudioJP

