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Polar Dual Pitch Shifter
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イントロダクション

Propellerhead の Polar ラックエクステンションは、デュアル・ピッチシフター・デバイスです。Polar のコンセプトは、80 年代の
ハーモナイズエフェクト系のデバイスをベースに、さらなる機能や可能性を追加したものです。

昨今のハーモナイズデバイスはボーカル用の「魔法の箱」と呼ぶにふさわしいほど高性能で、ピッチシフトとフォルマント補正でハー
モニーを作ったり、高度な分析を実行してインテリジェントにピッチシフトを行うことなどできます。REASONには既に Neptune
ピッチアジャスター＆ボイスシンセがあるため、Polar ではそれとは異なるアプローチをとりました。つまり多くのリアルタイム・コ
ントロールやモジュレーション機能、フィルターセクションなどを加えることで、普通のサウンドを刺激的に変貌させることができる
デバイスが完成しました。また変わったサウンドや、エフェクトなども作れます。

Polar の主な用途：

･ 少量のピッチシフト / 厚みの追加 /幅の追加

･ ピッチシフトされたディレイ

･ モジュレートされたピッチシフト・エフェクト

･ ドラマチックなピッチシフト（特殊効果）
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ピッチ処理の準備
以下の例では、典型的なピッチ処理を行うための Polar の設定方法を説明します。

録音されたオーディオトラックのピッチ処理の設定
最も柔軟性の高いピッチシフト効果の使用方法は、既にシーケンサーで録音されたオーディオトラックへの適用です。これによりオー
ディオの再録音の必要なしに、いつでも自由にピッチシフト設定を編集 /変更できます。

録音されたオーディオトラックを Polar でピッチシフトするには次のように準備します：

1. ピッチ処理したいオーディオトラックをシーケンサーで選択します。
2. Polar デバイスを作成します。
Polar デバイスはオーディオトラック・デバイスのインサートエフェクトとして作成され、自動的に正しく接続されます。

q MIDI キーボードでピッチシフトを操作したい場合は、Polar デバイス用のシーケンサートラックを作成し、これをトラックリストで
選択します。

以上でオーディオトラックのオーディオをピッチシフトできます。ピッチシフトについて、詳しくは「基本的なピッチシフト処理のた
めの設定」をご参照ください。

ライブオーディオのピッチ処理の設定
Polar はもちろん、ライブオーディオ（オーディオトラックに録音されていないオーディオ）のピッチシフトにも利用できます。これ
はライブパフォーマンスに最適であるほか、ピッチ処理したオーディオをオーディオトラックに録音するためにも使えます。

ライブオーディオを Polar でピッチシフトするには次のように準備します：

1. ミックスチャンネル・デバイスを作成します。
2. Polar デバイスを作成します。作成するにはツールウィンドウのデバイスタブでデバイスアイコンをダブルクリックするか、”作成
”メニューで Polar を選択します。
Polar デバイスが作成され、ミックスチャンネル・デバイスのインサートエフェクトとしてルーティングされます。

3. オーディオインターフェースにマイクを接続し、REASON Hardware Interface で該当するオーディオ入力を、ミックスチャンネ
ル・デバイスの左入力に手動で接続します。

q MIDI キーボードでピッチシフトを操作したい場合は、Polar デバイス用のシーケンサートラックを作成し、これをトラックリストで
選択します。

以上でライブオーディオをピッチシフトできます。ピッチシフトについて、詳しくは「基本的なピッチシフト処理のための設定」をご
参照ください。処理を施したオーディオを、シーケンサーのオーディオトラックに録音したい場合は、次のように準備します：

4. オーディオトラックを作成します。
5. Polar のミックスチャンネル・デバイスの ”Rec Source” ボタンをクリックします。
6. シーケンサーのオーディオトラックの ”Audio Input” セレクターで、ミックスチャンネル・デバイスを入力ソースとして選択しま
す。
これによりピッチ処理されたオーディオが、ミックスチャンネルからオーディオトラックへルーティングされます。この設定は、
REASON Operation Manual pdf の「エフェクトをかけた状態での録音のための入力チャンネルの作成」の章で解説されている内容
と同じです。
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Polar の使用
パッチの読み込みと保存
パッチの読み込みや保存方法に関しては、他の REASON/Reason Essentials デバイスと同様の方法で行えます。詳しくは REASON/
Reason Essentials Operation Manual pdf の「サウンドとパッチ」の章をご参照ください。

基本的なピッチシフト処理のための設定
1.「ピッチ処理の準備」の記述どおりにピッチ処理の準備をします。
2. ”Smooth”（スムーズ）または ”Classic”（クラシック）アルゴリズムを選択します：

”Smooth” アルゴリズムは高音質のピッチシフト・サウンドを、”Classic” アルゴリズムは 80年代のハーモナイズエフェクトのサウ
ンドを彷彿させるより粗いサウンドを、それぞれ提供します。

3. 次にオーディオ信号の特徴にあわせて ”Slow”、”Medium” または ”Fast” を選択します：

･ ”Slow”（低速）はポリフォニックのオーディオ、または複雑なサウンドに適しています。
”Slow” は最もレイテンシーが高いモードです。

･ ”Medium”（中速）は低音成分が多いモノフォニック音源やドラムに適しています。
”Medium” モードのレイテンシーは ”Fast” モードよりも少し多くなります。

･ ”Fast”（高速）はボーカルのように低音成分の少ないモノフォニック音源に適しています。
”Fast” は最もレイテンシーが少ないモードです。

q 一般的に、オーディオの質が落ちない、最も速いモードを使うと良いでしょう。音源に最も適した設定を見つけるには、いろいろ
な組み合わせを試すと良いでしょう。

ピッチアルゴリズムについての詳細は「Algorithm（アルゴリズム）」の記述をご参照ください。
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4. ”Shifter”（シフター）1の ”Shift”（シフト）と ”Fine”（微調整）ノブを使って、ピッチをデチューンします：

D もしドライ信号（原音）も使う場合は、”Dry Signal”（ドライ信号）セクションをオンにし、”Volume”（ボリューム）ノブを上げ
ます：

D ”Delay” ノブを上げてドライ信号を遅らせることで、ピッチシフター 1の信号とタイミングを合わせられます：

デュアルピッチシフトの準備
1.「基本的なピッチシフト処理のための設定」の説明どおりに設定を行います。
2. ”Shifter”（シフター）2セクションをオンにします：
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3. シフター 2の ”Shift”（シフト）と ”Fine”（微調整）ノブを使って、2つ目のピッチをデチューンします：

これで入力信号は 2つの異なるピッチにデチューンされます。

D 各シフターの ”Pan” ノブを使って、2つのピッチシフト信号を左右に振ることができます：

D もしピッチをわずかにだけデチューンした場合（”Fine” ノブのみ）、ピッチシフター2セクションの ”Delay” ノブを上げることで、サ
ウンドのステレオイメージを広げることができます：

”Delay”（ディレイ）パラメーターはピッチシフター 2の信号のみに適用されます。シフター 1と 2をそれぞれ左右にパンニングし
たうえで、0ではない低い数値に設定すると、とても広いステレオイメージが得られます。
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MIDI キーボードを使ったピッチシフトの制御
接続したMIDI キーボードからピッチシフトを制御するには、以下のように行います：

1. デバイスパネルのコンテクストメニューから ”Polar # のトラックを作成 ”を選択し、Polar のためのシーケンサートラックを作成し
ます。
シーケンサートラックが作成され、シーケンサーのトラックリストで自動的に選択されます。

2. ”Keyboard Input”（キーボード入力）ボタンをオンにします：

3. MIDI マスターキーボードの演奏で、ピッチシフトのレシオを制御できます。

･ シフター 1と 2は両方とも、同じ入力MIDI ノートにモノフォニックで反応します。

･ ピッチシフターは、演奏されたMIDI ノートに ”Shift” と ”Fine” を足した値にトラッキングします。
注：ピッチシフトの量は、デフォルトのピッチシフト限度（入力オーディオの音程から+/-2 オクターブ）を超えることはできませ
ん。

･ 次のノートを演奏するまでは、最後に演奏されたMIDI ノートに相当するピッチシフト量が保たれます。

Delay Buffer（ディレイバッファー）の使用
Polar へのオーディオはすべてディレイバッファーを経由します。これはステレオのディレイで、ピッチシフター・セクションの
フィードバック・コントロールと共に使うことで、リピートするピッチシフトが得られます。

1. ”Delay”（ディレイ）ノブを少し上げます：

2. ピッチシフター・セクションの ”Feedback”（フィードバック）ノブを上げると、ピッチシフト信号がリピートします：

･ ピッチダウンするオーディオにフィードバックとディレイを加えると、ピッチは段々下がっていきます。

･ ピッチアップするオーディオにフィードバックとディレイを加えると、ピッチは段々上がっていきます。

q さらに、現在ディレイバッファーにあるオーディオをロックして、音源を「スイープ」することで、面白い効果が得られます
（「Lock（バッファーロック）」参照）。
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パラメーター
入力セクション

On/Off/Bypass（オン / オフ / バイパス）

デバイスの左上角にあるスイッチで、3つのモードに設定できます：

Algorithm（アルゴリズム）

オーディオの分析とリシンセシスに使用したいアルゴリズム・タイプを選択します：

Smooth（スムーズ）
このアルゴリズムは、高度なリアルタイム周波数分析とリシンセシスを用いることで、複雑な入力信号でもスムーズで高音質のピッチ
シフト信号を実現します。ステレオ信号に対しては、チャンネルごとに分析とリシンセシスを行います。”Smooth" アルゴリズムは、
特にポリフォニック信号に適しています。

Classic（クラシック）
このアルゴリズムは、オーディオ信号の中からグレイン（短い音の粒）に適した部分を見つけます。グレインの長さを、入力信号の内
容に従ってダイナミックに変化させることで原音のピッチを維持します。”Classic” アルゴリズムは弦楽器やボーカルなどのモノフォ
ニック音源に最も適しています。このタイプのアルゴリズムは 80 年代のハーモナイズエフェクト機器で使用されていました。

Slow/Medium/Fast（低速 / 中速 / 高速）
このパラメーターでピッチ分析の正確性を決定します。分析は、入力オーディオを短く分割した「片」に対して継続的に行われます。
入力信号が複雑になるほど、または低音成分が多くなるほど、正確な音程分析に必要な時間が長くなります。これらオーディオの片の
検知時間を ”Slow/Medium/Fast” ノブで決定します。

q オーディオの音質が劣化しない、最も速い設定を使うとよいでしょう。最適な設定は音源によって異なるため、各設定を比べるこ
とが大事になります。

･ Slow（低速）
ポリフォニック音源や複雑なサウンドに最も適しています。”Slow” モードは複雑なサウンドの周波数成分を正確に分析するために
時間が必要なため、最もレイテンシーが高い（通常 96ms ほど）モードになります。

|モード |説明
Bypass（バイパス）このモードではエフェクトの効果はなく、入力信号は直接オーディオ出力に送られます。デバイスがインサートエ

フェクトとして接続されている場合、このモードで、エフェクトをかけたサウンドと未処理のドライ信号を比較でき
ます。

On（オン） デフォルトのモードで、デバイスは入力信号にエフェクトを加えます。

Off（オフ） このモードでは、エフェクトデバイスは完全にオフになり、まったく音を出さなくなります。デバイスがセンドエ
フェクトとして接続されている場合に、完全に効果を消音したいときに便利です。
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･ Medium（中速）
低音モノフォニック音源やドラムとパーカッションに最も適しています。”Medium” モードも低周波帯を正確に分析するために時
間が必要なため 、”Fast” モードよりレイテンシーが高くなります（通常 48ms ほど）。

･ Fast（高速）
このモードはボーカルなどの低音の少ないモノフォニック音源に最も適しています。”Fast” モードは低周波帯の検知に最適化され
ていないため、最もレイテンシーが低くなります（通所 24ms ほど）。

! 注：”Slow/Medium/Fast” ノブは「音質」のコントロールではありません。例えば多くのボーカルでは ”Classic”+”Fast” の組み合
わせが適しています。

q ポリフォニック音源には一般的に ”Smooth”+”Medium/Slow” の組み合わせが適しています。

Loop（ループ）
このアルゴリズムでは「Length（ループの長さ）」ノブでループの長さ（または「グレインの長さ」）を自由に設定できます。ループ
の長さは固定されるため、とても短い設定値では、入力オーディオ信号の音程によって、ピッチシフトの内容も変化します。

Reverse Loop（リバースループ）
このアルゴリズムは、オーディオループを逆再生する他は、上記の ”Loop” と同じになります。「Length（ループの長さ）」ノブを上げ
ると、不気味なボーカルエフェクトなどを作れます。

Length（ループの長さ）
上記の ”Loop” または ”Reverse Loop” アルゴリズムを選択した場合、”Length" ノブでループの長さを設定できます。オーディオ入力の
ディレイバッファーのループ範囲は下図のように設定されます：

ループは、”Loop” では前方向、”Reverse Loop” では逆方向に再生されます。

ループの長さの設定範囲：0-1.0s

0.5 s 1.0 s 1.5 s

R

L

ループの長さ

ディレイバッファーの長さ（4Xモード）
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Delay Buffer（ディレイバッファー）セクション

すべての入力オーディオはディレイバッファーを経由します。ディレイバッファーは、両方のピッチシフターのフィードバック・ディ
レイ時間を設定できます。また、ロック機能を使い、ディレイバッファー内の再生位置を制御することで、ディレイバッファー内の
オーディオを手動で再生できます（「Lock（バッファーロック）」参照）。

! 注：ディレイタイム / バッファー位置を変えても、オーディオの音程は変わりません。そのため例えば「スタッター」エフェクト
を作るのに適しています。

Delay（ディレイタイム / バッファー再生位置）と 4X
入力オーディオと、ピッチシフター 1と 2のフィードバック・パラメーターを制御します。

･ デフォルトモードでのディレイバッファー範囲は 400ms です。

D ”Delay" ノブの右側にある ”4X” ボタンをクリックすると、ディレイバッファー範囲が 1600ms に拡大されます。
”4X” ボタンをオンにするとディレイバッファー値は、現在の ”Delay” ノブの値の 4倍になります。

! 注：”4X” ボタンのオン / オフを問わず、”Delay” ノブのツールティップには 0-400ms の値が表示されます。

! 注：設定範囲の下限近くでは、”Slow/Medium/Fast” パラメーターで設定したレイテンシー時間以上でなければ、”Delay" ノブの操
作は反映されません（「Slow/Medium/Fast（低速 / 中速 / 高速）」参照）。例えば ”Slow/Medium/Fast” パラメーターを ”Fast” に設
定した場合、24ms 未満のディレイは使えません。

”Lock” モードがオンの場合、”Delay” ノブはディレイバッファー内の再生位置を制御します（「Lock（バッファーロック）」参照）。

LFO（LFO 反映量）
D ディレイタイム / バッファー再生位置を LFOでモジュレートします。
このパラメーターはバイポーラーです。つまりディレイタイムを変調する際の始めの「方向」（短くまたは長く）を指定できます。

LFO のパラメーターは ”LFO” セクションで設定します（「LFOセクション」参照）。

Env（エンベロープ反映量）
D ディレイタイム / バッファー再生位置をエンベロープジェネレーターでモジュレートします。
このパラメーターはバイポーラーです。つまりディレイタイム /再生位置を変調する際の「方向」を指定できます。

･ 正値では、ディレイタイムはまず短くなってから元の ”Delay" 設定値に戻ります。”Lock” モードの場合は、バッファー再生位置を
まず前方へ移動してから元の位置に戻ります。

･ 負値では、ディレイタイムはまず長くなってから元の ”Delay" 設定値に戻ります。”Lock” モードの場合は、バッファー再生位置を
まず後方へ移動してから元の位置に戻ります。

エンベロープのパラメーターは ”Envelope” セクションで設定します（「Envelope（エンベロープ）セクション」参照）。
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Lock（バッファーロック）

”Lock” ボタンをオンにすると、その時点でディレイバッファーに入っているオーディオが一時的にバッファーに保持（フリーズ）さ
れ、他のオーディオを受け付けなくなります。バッファーに保持されたオーディオは、”Delay” ノブを操作して再生できます。

! 注：”Lock” ボタンをオフにすると、バッファーに「フリーズ」されていたオーディオは、Polar に入力されてきている信号にリア
ルタイムで置き換えられます。

! 注：ディレイバッファー範囲は、”Delay” ノブの右にある ”4X” ボタンをオンにすることで、400ms から 1600ms に拡大できます。

選択したピッチアルゴリズム（「Algorithm（アルゴリズム）」参照）によって、再生の内容は異なります。下図は異なるシナリオでの
動作を表しています：

･ ”Classic” と ”Smooth” ピッチアルゴリズム：

”Delay” ノブを回すことで、ディレイバッファー内の再生位置を移動できます。ノブの操作を止めると、現在のバッファー位置で、
グレインをループ（”Classic” モード）するか、リアルタイム周波数解析 +リシンセシス（”Smooth" モード）することで再生を行い
ます。

! 注：”Delay" ノブを一定の速度で上げていく（右回り）と、オーディオは逆方向で再生し、同じように下げていく（左回り）と
オーディオは前方向に再生します。

0.5 s 1.0 s 1.5 s

R

L

バッファー位置（4Xモード）



POLAR DUAL PITCH SHIFTER14

･ ”Loop” と ”Loop Reverse” ピッチアルゴリズム：

”Delay” ノブを回すことで、ディレイバッファー内のループ範囲を移動できます。ループの長さは「Length（ループの長さ）」ノブ
で設定し、ループ方法を「Loop（ループ）」と「Reverse Loop（リバースループ）」ボタンで指定します。

! 長いループタイムではバッファーの終わりに近づくと、音が変わらなくなることがあります。これは既にループスタート / エンド
がバッファーのスタート /エンドに達しているからです。

Sum L+R（左右合算）

オンにすると、Polar はピッチ分析とリシンセシスを、左右の入力を合算した信号に対して行います。分析とリシンセシスを１つの信
号（合算信号）だけに実行すればよいため、CPU負荷が低減します。2つ目の処理チャンネルは自動的にオフになります。この機能を
使っている場合でも、Polar によって処理された出力信号を左右にパンニングすることで、ステレオ効果が得られます。

”Sum L+R” モードは以下の状況での使用に適しています：

･ モノ信号を処理するため、Polar の左オーディオ入力にのみ接続している場合。

･ 左右チャンネルの内容が似ているステレオ信号を処理する場合。
例えばステレオのシンセパッドやステレオピアノなど「ひとつの楽器」のサウンドがこれに当てはまります。

! ”Sum L+R” モードは、左右チャンネルの内容が大きく異なるステレオ音源には適していません。また、ステレオ原音のパンニング
を維持したい場合は、このオプションをオフにしてください。

0.5 s 1.0 s 1.5 s

R

L

ループ Length

バッファー位置（4Xモード）
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下図は、デフォルトである「ステレオ」モードと ”Sum L+R” モードそれぞれの信号フローを表しています：

左側はデフォルトの「ステレオ」モード、右側は ”Sum L+R” モード。

Shifter（ピッチシフター）1&2 の共通パラメーター

Shift（ピッチシフト）
D このノブでピッチシフトの量を設定します。
設定範囲：+/- 2 オクターブ（現在の入力オーディオの音程に相対）

Fine（シフト微調整）
D このノブでピッチシフトの量を微調整します。
設定範囲：1セント単位で +/- 0.5 半音

Feedback（フィードバック）
D このノブでピッチシフトのフィードバック量を設定します。
設定範囲：0-100%

D フィードバックのディレイタイムは ”Delay" ノブで設定します（「Delay（ディレイタイム /バッファー再生位置）と 4X」参照）。

･ ピッチダウンするオーディオにディレイされたフィードバックを加えると、音程が段々下がっていきます。

･ ピッチアップするオーディオにディレイされたフィードバックを加えると、音程が段々上がっていきます。

+ L Delay BufferIn L

L Feedback 2

L Feedback 1

Out L/R

Out L/R

In R

L Shift 1

L Shift 2+ L Delay BufferIn L

L Feedback 2

L Feedback 1

Out L/R

Out L/RL Shift 1

L Shift 2

+ R Delay BufferIn R

R Feedback 2

R Feedback 1

R Shift 1

R Shift 2
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LFO（LFO 反映量）
D ピッチシフトを LFOでモジュレートできます。
このパラメーターはバイポーラーです。つまりピッチシフトを変調する際の始めの「方向」（上か下）を指定できます。

LFO パラメーターは ”LFO” セクションで調整します（「LFO セクション」参照）。

Env（エンベロープ反映量）
D ピッチシフトをエンベロープジェネレーターでモジュレートできます。
このパラメーターはバイポーラーです。つまりディレイタイムを変調する際の「方向」を指定できます：

･ 正値ではまずピッチアップしてから元の ”Shift" 設定値に戻ります。

･ 負値ではまずピッチダウンしてから元の ”Shift" 設定値に戻ります。

エンベロープのパラメーターは ”Envelope” セクションで調整します（「Envelope（エンベロープ）セクション」参照）。

Pan（パンニング）
D ピッチシフトされた信号のステレオ定位を設定します。

Auto（オートパンニング）
D ピッチシフトされた信号のオートパンニング量を設定します。
このパラメーターはバイポーラーです。つまりパンニング効果の始めの「方向」を指定できます。これはもうひとつのピッチシフ
ターもしくはドライ信号でもオートパンニングを行っているときに便利です。

オートパンニングのレートは ”Auto Pan” セクションの ”Rate” パラメーターで設定します（「Auto Pan（オートパンニング）」参照）。

Volume（ボリューム）
D ピッチシフトした信号の音量を設定します。
設定範囲：-inf から 0dB

Shifter 2（ピッチシフター 2）のみのパラメーター

On/Off（オン /オフ）
D ピッチシフター 2セクションをオン /オフします。
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Delay（ディレイ）
ピッチシフター 2の信号にディレイをかけます。シフター 1と 2をそれぞれ若干デチューンし、左右にパンニングした状態でこの機能
を活用することで、とてもワイドな「擬似」ステレオ効果を作ることができます。

設定範囲：0-500ms

Keyboard Input（キーボード入力）

Polar は MIDI ノートデータに反応します。MIDI ノートは、ピッチシフト量の制御のほか、エンベロープのトリガーにも使えます
（「Envelope（エンベロープ）セクション」参照）。

ピッチシフターのピッチを制御するには、以下のように準備します：

1. デバイスパネルのコンテクストメニューから ”Polar # のトラックを作成 ”を選択し、Polar のためのシーケンサートラックを作成し
ます。
シーケンサートラックが作成され、自動的に選択されます。

2. ”Keyboard Input” ボタンをオンにします。
3. 接続したMIDI マスターキーボードを演奏すると、ピッチシフターの音程が変わります。

･ シフター 1と 2は両方とも、同じ入力MIDI ノートにモノフォニックで反応します。

･ ピッチシフターは、演奏されたMIDI ノートに ”Shift” と ”Fine” を足した値にトラッキングします。

･ ピッチシフトの量は、MIDI ノートに相当する値に ”Shift” と ”Fine" の設定を加えた（もしくは差し引いた）量になります。

･ 次のノートを演奏するまでは、最後に演奏されたMIDI ノートに相当するピッチシフト量が保たれます。

Dry Signal（ドライ信号）セクション

ドライ（未処理）信号のためのパラメーターです。

On/Off（オン /オフ）
D オンにするとドライ信号は出力にルーティングされます。
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Delay（ディレイ）
D ドライ信号にディレイをかけます。
このノブを上げることで、ドライ信号にレイテンシーを加えられます。例えばピッチシフトされた信号にドライ信号のタイミング
を合わせるために使えます。

設定範囲：0-250ms

Pan（パンニング）
D ドライ信号のステレオ定位を設定します。

Auto（Pan：オートパンニング）
D ドライ信号のオートパンニング量を設定します。
このパラメーターはバイポーラーです。つまりパンニング効果の始めの「方向」を指定できます。これはピッチシフターでもオー
トパンニングを行っているときに便利です。オートパンニングのレートは ”Auto Pan” セクションの ”Rate” パラメーターで設定しま
す（「Auto Pan（オートパンニング）」参照）。

Volume（ボリューム）
D ドライ信号の音量を設定します。
設定範囲：-inf から 0dB

Auto Pan（オートパンニング）

これでオートパンニングのレート（周期）を設定します。オートパンニングの波形はサイン波に固定されており、”Rate” ノブの上の
LEDは現在のレートを表します。モジュレーション量とパンニングの始めの方向は、各モジュレーション先のセクションで設定しま
す。設定範囲：0.10-13.3Hz

q リアパネルの ”AutoPan”CV入力にCV信号をルーティングすることで、内蔵の波形とレートを完全にオーバーライドすることが可能
です（「Auto Pan（オートパンニング）」参照）。

Envelope（エンベロープ）セクション

エンベロープは Polar 内の各種パラメーターをモジュレートできます。ADSR（アタック - ディケイ -サステイン - リリース）エンベ
ロープは、”Gate” ボタンをクリック /ホールドすることでトリガー /ゲートできます。またリアパネルの ”CV” と ”Gate” モジュレー
ション入力、さらにMIDI キーボードからのMIDI ノートでもトリガー /ゲートできます。
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下図は ADSR エンベロープの原理と各ステージを表しています：

ADSR エンベロープの各ステージ。

Gate（ゲート）
”Gate” ボタンを押してエンベロープをトリガーできます。またMIDI キーボードからもトリガーできます。MIDI キーボードを使う場合
は、Polar のためのシーケンサートラックを作成し、このトラックを選択します。さらにリアパネルの ”Gate” 入力に CV 信号を送って
トリガーすることもできます（「Gate（ゲート）」参照）。

! もしエンベロープのすべてのステージが終了する前に、再度エンベロープがトリガーされた場合、エンベロープは現時点のレベル
から再スタートします（モノフォニックシンセに似た動作）。

A（アタック）
エンベロープをトリガーすると、エンベロープレベルがゼロから最大値まで上がります。最大値に達するまでにかかる時間を ”A” スラ
イダーで設定します。

設定範囲：0.0ms-3.00s

D（ディケイ）
最大値に到達した後、値は下がり始めます。下がるのにかかる時間を ”D” スライダーで設定します。

設定範囲：0.0ms-10.0s

S（サステイン）
サステイン・パラメーターは、トリガーボタンが押さえられている間に限り、ディケイ後のエンベロープレベルを決定します。サステ
インを最大値に設定した場合、アタック時からレベルは下がらないため、ディケイの効果はありません。

設定範囲：0-100%

R（リリース）
トリガーボタンを放してからレベルがゼロに戻るまでの時間を設定します。

設定範囲：0.0ms-10.0s

Env to Amp（エンベロープをアンプに適用）
オンにすると、Polar の出力レベルがエンベロープによってモジュレートされます。

Attack
(time)

Decay
(time)

Sustain
(level)

Release
(time)

Gate On Gate Off

Level

Time
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LFO セクション

LFO で Polar の様々なパラメーターをモジュレートできます。このセクションでは LFOに関するパラメーターを調整できます。

Rate（レート）
LFO のレート（周期）を設定します。”Rate” ノブの上にある LED は現在のレートを表します。波形セレクターの下にある ”Tempo 
Sync”（テンポシンク）ボタンをオンにすると、レートがシーケンサーのテンポに同期します（「Tempo Sync（テンポシンク）」参照）。

設定範囲：0.10-13.3Hz（テンポシンク時：32/4 から 1/64）

Phase（フェーズ）
LFO 周期の位相オフセットを制御します。つまり波形の中の開始点を決定します。設定範囲は 0-360 度です：

波形セレクター
以下の 6種類の LFO波形から選べます：

･ Triangle（三角）

･ Ramp up（上昇）

･ Ramp down（下降）

･ Square（矩形波）

･ Random（ランダム）

･ Soft random（ソフトランダム）

選択した波形の形がディスプレイに表示されます。

! すべての波形はバイポーラーです。つまり正負両方のレベルを生成します。

D LFO 波形を選択するには、上下矢印ボタンをクリックするか、波形ディスプレイを上下にクリック＆ドラッグします。

Tempo Sync（テンポシンク）
オンにすると、LFOレートはシーケンサーのテンポに同期します。オンのとき、”Rate” ノブは同期の解像度を制御します（「Rate
（レート）」参照）。

Phase=270Phase=0 Phase=90 Phase=180
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Filter（フィルター）セクション

フィルターセクションには 4種類のフィルタータイプから選べる、ステレオのマルチモードフィルターが備わっています：

･ LP（ローパス）

12dB ローパスフィルター、ローとハイレゾナンスのカーブ。

ローパスフィルターは、低周波帯を通過させ、高周波帯を切ります。このフィルタータイプのスロープは 12dB/ オクターブです。

･ BP（バンドパス）

12dB バンドパスフィルター、ローとハイレゾナンスのカーブ。

バンドパスフィルターは低域と高域を両方ともカットし、その間の周波数帯を通過させます。このフィルターのスロープは共に
12dB/ オクターブです。
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･ HP（ハイパス）

12dB ハイパスフィルター、ローとハイレゾナンスのカーブ。

ハイパスフィルターは高周波数帯を通過させ、低周波帯を切ります。このフィルタータイプのスロープは 12dB/ オクターブです。

･ Comb（コム）

コムフィルター、ローとハイレゾナンスのカーブ。

コムフィルターとは、非常に短いディレイ時間でフィードバックを調整したディレイです。コムフィルターでは、特定の周波数が
共鳴することで、ピークが発生します。”Res”（レゾナンス）パラメーターは、これらのピークの形と大きさを決定します。Polar
のコムフィルターは正値（+）であるため、低周波数帯は通過します。

On/Off（オン /オフ）
D オンにするとフィルターセクションが有効になります。

Freq（周波数）
D カットオフ周波数（LP/HP/Combモード）、または中心周波数（BPモード）を決定します。
設定範囲：61.0Hz から 12.69kHz

Res（レゾナンス）
D レゾナンスの量を設定します。
設定範囲：0-100%

LP/BP/HP/Comb（ローパス / バンドパス / ハイパス / コム）
D フィルタータイプを選択するには、相当するボタンをクリックします。
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Kbd（キーボード・トラッキング）
”Kbd” ノブは、入力MIDI ノート値でフィルターのカットオフを制御させるか、さらに制御する場合はその反映量を決定します。最大
値では 1対 1でトラッキング、つまり受信したMIDI ノートの音程にフィルターカットオフが 100％追従します。

設定範囲：0-100%

LFO（LFO 反映量）
D カットオフ /中心周波数を LFOでモジュレートできます。
このパラメーターはバイポーラーです。つまりカットオフのモジュレーションの始めの「方向」（上か下）を指定できます。

LFO パラメーターは ”LFO” セクションで設定します（「LFO セクション」参照）。

Env（エンベロープ反映量）
D カットオフ /中心周波数をエンベロープジェネレーターでモジュレートできます。
このパラメーターはバイポーラーです。つまりカットオフのモジュレーションの始めの「方向」（上か下）を指定できます：

･ 正値ではカットオフがまず上がってから現在の ”Freq" 設定値に戻ります。

･ 負値ではカットオフがまず下がってから現在の ”Freq" 設定値に戻ります。

エンベロープのパラメーターは ”Envelope” セクションで設定します（「Envelope（エンベロープ）セクション」参照）。
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接続
! 注：CV接続は Polar パッチには保存されません。

Sequencer Control（シーケンサーコントロール）
”Sequencer Control” の CV と Gate 入力を用いて Polar を別の CV/Gate デバイス（Matrix や RPG-8 など）から演奏できます。

Gate（ゲート）
”Gate” 入力への信号はノートオン /オフを制御します。

CV
”CV” 入力への信号は、ピッチシフター 1と 2のピッチシフト量を音階にあわせて制御します。つまり他のデバイスからのノート CV信
号で、ピッチシフトを「演奏」できます。コントロール信号はピッチシフター 1と 2を同量にモジュレートするため、ピッチの相対関
係は常に維持されます。

Gate Input（ゲート入力）

Lock Delay Buffer（ディレイバッファーのロック）
この入力にゲート信号が受信されると、”Lock” 機能がオンになります（「Lock（バッファーロック）」参照）。

Modulation Input（モジュレーション入力）
これら CV（コントロールボルテージ）入力とそれぞれのトリムノブで、以下の Polar パラメーターをモジュレートできます：

Delay/Buffer Position（ディレイ / バッファー位置）
この入力への CV信号はディレイタイム、もしくはバッファー内の再生位置（ディレイバッファーのロック機能がオンの場合）を制御
します。

! CV 信号は、”4X" ボタンのオン / オフを問わず、ディレイ /バッファー位置の全範囲（0-1600ms）をモジュレートできます
（「Delay（ディレイタイム /バッファー再生位置）と 4X」参照）。



POLAR DUAL PITCH SHIFTER 25

Pitch Shift（ピッチシフト）1と 2
これらの入力への CV信号は、ピッチシフター 1と 2のピッチシフト量をそれぞれモジュレートします。

Filter Freq（フィルター周波数）
この入力への CV信号はフィルターセクションの ”Freｑ”（周波数）パラメーターを制御します。

Auto Pan（オートパンニング）
この入力への CV信号はオートパンニングのレートと波形を完全にオーバーライドします。つまり外部（他のデバイス） の LFO 信号
（例えば矩形波など）を ”Auto Pan” 入力にルーティングすることで、オートパンニングの特性とレートを完全に外部デバイスから制御
することができます。

”Auto Pan”CV 入力はバイポーラー信号を受け付けます。この際レベル 0はステレオ音場の中央に相当します。

Audio In（オーディオ入力）

これらはステレオのオーディオ入力です。モノ信号を処理するには、”L” 端子のみに接続します。

Audio Out（オーディオ出力）
これらはステレオのオーディオ出力です。 

q 左入力だけを使ってモノ信号を処理している場合でも、両出力を接続することでステレオ信号が得られます。

さらなる外部コントロール
MIDI ノート
Polar は MIDI ノートデータに反応します（「Keyboard Input（キーボード入力）」参照）。

ピッチベンド
Polar は MIDI マスターキーボードから送られたピッチベンドデータに反応します。

ピッチベンドの範囲は+/-1 オクターブに固定されています。
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