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DAWソフト

フックアップ　 03-6240-1213　 http://hookup.co.jp

≪動作環境≫
Windows：Windows 7以降（32/64ビット）、２GHz以上のCPU

（マルチコアのなるべく速いCPUを推奨）、２GB以上のRAM、４
GB以上のディスク空き容量、DVD-ROMドライブ、XGA以上の
解像度のディスプレイ（SXGA以上を推奨）、インターネット環境

（ライフタイム・フリー・アップグレードの適用などに必要）、VST
プラグインに対応

≪製品概要≫

MIDIシーケンス・ソフトIMAGE-LINE FruityLoopsを祖とする
Windows専用DAW。インストゥルメント用のチャンネルにス
テップ・シーケンサーが付いており、そこで作成したパターンを
“プレイリスト”と呼ばれるプロジェクト画面に並べて曲を作る
仕様です。こうしたパターン・ベースの制作環境により、トラッ
ク・メイカーを中心に大人気。現行バージョンは12で、FL Stu 
dio 12 Signature Bundle（31,000円）やその解説本 PDFバン
ドル（32,500円）、クロスグレード版（19,000円）、クロスグレー
ド版の解説本PDFバンドル（20,500円）がパッケージで発売中。
beatcloud（🅦eb https://beatcloud.jp/）でダウンロード販売さ
れているグレードもあり、IMAGE-LINEのプラグイン９種類を
Signature Bundleに加えたFL Studio 12 All Plugins Bundle

（99,990円）をはじめ、FL Studio 12 Producer Edition（24,000
円）やFL Studio 12 Fruity Edition（12,800円）がそろいます。

ダンス・ミュージックの制作に強みを見せる
“パターン・ベース”のワークフロー

IMAGE-LINE

FL Studio 12

▲�FL�Studio�12�Signature�Bundle�
解説本PDFバンドル

▲�FL�Studio�12�
Signature�Bundle
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短いパターンを並べて楽曲構築

　リズム・シーケンス・ソフトとして始まったFL�
Studioは、ほかのDAWとは違った独特のワー
クフローや音楽制作についての考え方に根差し
ており、それが曲を作る上での大きな強みにな
ります。特にダンス・ミュージックの制作では、
その特徴が遺憾なく発揮されます。インストゥ
ルメント・チャンネルに装備されているリズム・
マシン・スタイルのステップ・シーケンサー、そ
して、それらで作り出したパターンを並べて曲作
りするワークフローにより、リズム主体でアイ
ディアを形にできるからです。またそこにベー
スやメロディなどのパートを追加することで、思
うままにアレンジできます。
　近年はパターン・ベースのワークフローを
キープしつつ、アップデートによってドラム／
ベース／ボーカルといったトラック単位での楽
曲制作／管理も可能に。元来の特徴であるリズ
ム構築のしやすさを生かしつつ、ユーザーが自
らのやりやすい方法を選べるようになったのは
素晴らしい利点です。その結果、ダンス・ミュー
ジックに特化するだけではなく、バンド・サウン
ドやオーケストラなど生楽器が主体となるジャ

ンルも問題なく作れるようになりました。私自
身の楽曲制作も、ダンス・ミュージックからバン
ド・サウンド、ストリングス編成の曲など扱う
ジャンルは多岐にわたるのですが、どのような
場面においても柔軟に対応できるDAWだと感
じています。

実験的な音作りも行える

　そんなFL�Studio。お勧めしたい機能／プラ
グインはたくさんあるものの、特筆すべきは多
種多様な“オートメーション・コントローラー”
でしょう。ソフト内のあらゆるパラメーターを
さまざまなオートメーション・コントローラーで
制御するのはモジュラー・シンセにも似た部分
があり、生み出せるサウンドは本当に素晴らしい
と思います。またその工程は、実験的な要素も
含んでおり大変楽しいものです。
　FL�Studioは、筆者が使い始めたバージョン４
から現在のバージョン12まで、絶え間なく進化
を重ねてきました。先進的な音楽制作機能の
数々に加え、楽曲に合わせた動画作成機能や踊
るマスコット・キャラクターFL-Chanなども備
えられ、遊び心も十分。そんな素晴らしいDAW
がFL�Studioです。

FL Studioには、オートメーション用のコント
ロール・データ（任意のパラメーターをどんなふ
うに動かすのかという信号）を生成するための
“オートメーション・コントローラー”が複数備え
られています。オートメーションの動きをグラ
フで表示／編集できるAutomation Clipは、ほか
のDAWにも通じるオーソドックスな機能ですね

（画面）。プラグイン形式のものもあり、入力した
オーディオの音量でデータを生み出すFruity 
Peak Controller、数式を用いるFruity Formula 
Controller、MIDI信号を使って任意のパラメー
ターのエンベロープを動せるFruity Envelope 
Controllerなどが備わっています。

1 多種多様なオートメション
お気に入り機能
AJURIKA

の
AJURIKA

が語る

Text by�AJURIKA
バンダイナムコにて『鉄拳』や『リッジレーサー』などの音楽を担当し
た後2013年に独立。現在は上坂すみれ、沼倉愛美へ楽曲提供するほ
か、楽曲収録CDがオリコン・チャート１位を獲得するなど活躍中。

FL Studioの
ココがすごい！

2 効率的なエディット機能

ピアノロールのエディット機能が大変良くできています。ノートの入
力は左クリック一発で消去は右クリック一発、ノートの分割は右の方
のShiftキー＋左クリックしながらのドラッグ（画面）、ベロシティの変
更はAltキー＋マウス・ホールで可能。ほかにもいろいろとあり、ツー
ルの切り替えを最小限に効率良くエディットできます。プレイリスト

（プロジェクト画面）も同じ操作方法を採用しているため、オーディオ
や各種クリップのエディットでも恩恵を受けられます。

3 起動の速さ
FL Studioは、起動がものすごく速いです。アイコンをクリックして
から起動するまで１秒かかるかかからないか、という具合。これは何
気ないようで実は大事な部分であり、音を出したいときに待つことな
く使えるのは創作において大きな利点となります。また、立ち上げる
とステップ・シーケンサーですぐにリズムを打ち込むことができ、ス
ピーディに音を出せるようになっているのもFL Studioならではの
特色でしょう。
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オーディオ・レコーダー／エディター Edison

パッチング・デバイス Patcher

グリッチ・エフェクト Gross Beat

シンセサイザー 3X OSC

ボコーダー Vocodex

プラグインとして使用できるオーディオ・レ
コーダー／エディターです。任意のチャンネ
ルにインサートし、そのチャンネルに入った音
を録った後、波形をプレイリストにドラッグ＆
ドロップしてオーディオ・クリップ化すること
が可能。プラグイン画面内ではオーディオの
エディット（不要な部分のカットやタイム・ス
トレッチなど）が行える上、通常の波形表示の
ほかスペクトラム表示もできるので、どの周波
数帯域に音があるかを可視化できます。プロ
ジェクト内の何かしらの音をエディットし、
ループを作りたいときなどに便利です。Produ 
cer Edition以上のグレードに標準搭載。

入力した音の再生タイミングを変更し
たり、ボリュームにゲート処理を施す
などして、スタッターやターンテーブ
ルでのスクラッチのような効果を得ら
れるエフェクト。一聴してそれと分か
る効果で、刺激的な音になります。ゲー
トだけ、もしくはテープ・ストップのよ
うな効果のみを使うこともでき、有用
なプラグインです。Signature Bundle
以上のグレードに標準搭載。

画面の右下に“Since 2000”と書かれている通り、かなり初期
のバージョンから標準搭載されている３オシレーターのシン
セです。個人的に、楽曲制作を開始するときはこれを最初に
立ち上げ、別途リズム音を鳴らしながらメロディやベース、
コードなどを作成していきます。サイン波、ノコギリ波、矩形
波といった基本的な波形をすぐに鳴らせ、出音もしっかりと
しているので、ベースの低域レイヤーを作る際にもよく使っ
ています。Producer Edition以上のグレードに標準搭載。

いわゆるボコーダーで、シンセやベース
の音に使うと印象的な効果が得られま
す。往年のハードウェア・ボコーダーに
は“キャリア”と呼ばれるシンセ音と
“モジュレーター”と言われる人間の声
の２つを入力しないと音が出ないもの
もありますが、Vocodexはキャリアを
プラグインの中に備えていますので、
モジュレーターとなる音（声でなくても
OK）を入力するだけでボコーダー音を
得ることが可能。ベースを入力すると、
太くて音空間を埋めてくれるような、昨
今よく聴くサウンドを創出できます。
Producer Edition以上のグレードに標
準搭載。

このPatcherを使うと、複数の音源と
エフェクトを自由に組み合わせ、あた
かも１つの音源のように扱うことが
できます。ま たPatcher内 のVFX 
Color MapperやVFX Key Mapper、
VFX Keyboard Splitterといった機
能を使用することで、異なるチャンネ
ルのMIDI信号を１つのピアノロー
ルから複数の音源に出力したり、ピア
ノロールに入力したノートを別の音
高で出力するなど高度な打ち込みが
可能に。Patcherは、Producer Edition
以上のグレードに標準搭載。

標準搭載プラグイン
AJURIKA

オススメ
の


