
クイック リファレンス ガイド

for iPhone

last update : 5th Nov. 2016



1. サウンドの作成
2. パターンのシーケンス
3. パターンブロックの並びかえ
4. ソングのセーブ

5. ソングのセッティング
6. ライブモーション
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9. オーディオの録音とエクスポート

 下記の4つの基本ステップで作曲できます :

さらに進めてみましょう : 

それでは、ステップごとに作曲法を学んでいきましょう。  
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1. サウンドの作成

最初に空のソングを用意

① ホームボタンをタップ。 ② “My Data”をタップ。

③ “Empty Song”をタップ。
④ これで空のソングから
スタートできます。
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デプス

BUG

ディケイ

ピッチ

画面にはたくさんのフェーダーとスイッチが並んでいて、あなたはきっと混乱
するでしょう。最初は下記にピックアップした4つのボタンとフェーダーを触っ
てみましょう。

この４つをタップすることでサウンドをチェックできます。 
また、4つのトラックが切り替わります。

パッド:

ナイスなサウンドを作ろう

TIP : Frumは50以上あるメインパラメーターを「BUGボタン」の中に閉じ込めています。このボタンを押す度
に、新しいサウンドが提供されます。いいサウンドに出会うまで、ボタンを押し続けましょう。
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プリセットボタンを押して、
プリセットウィンドウを表示させます。

好きな１つを選び、パッドに割り当
てましょう。プリセットは200以上
あります。

プリセットからサウンドをロード

前の設定に戻りたい場合は、BUGボタンの下のUNDOを使いましょう。
戻ったあとで、それを取り消したい場合はREDOを使いましょう。

UNDO REDO

UNDOとREDO
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セクションセレクター

2. パターンのシーケンス

パターンセクションに移動

グリッドを適当にタップしてゲートブロックを入力

セクションセレクターの2番目のボタンを
タップ。

もう一度タップすると、消えます。タップタップタップタップ…
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ループスイッチ

ディケイ

プレイ/ポーズ

ビートを聴く

ビートを作り続ける

プレイ/ポーズをタップして、ビートを聴いて
みましょう。ループスイッチはオンにしま
しょう（永久ループします）。

ゲートブロックは上下にスライドすることで
長さをかえることができます。

TIP : 長いゲートで鳴らすには、十分に長い
ディケイまたはサスティンが必要です。
エンジンセクションでディケイを上げてみま
しょう。
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ADD

セクションセレクター

3. パターンブロックの並べかえ

パターンブロックセクションに移動

ブロックを２つ追加する

セクションセレクターの3番目のボタンを
タップ。

“ADD”ボタンを2回タップし、ブロックを
追加しましょう。ブロックは３つになります。
追加した２つも、前章同様にシーケンス
してみましょう。
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LOOP COUNT

ブロックを削除する 順番をかえる
ブロックを長押しすると、削除ボタン
が出現します。消したいブロックの
削除ボタンを押しましょう。

削除ボタンが出ているときは、
ブロックをドラッグ＆ドロップし、
順番をかえることができます。

ループ回数をかえる
下に表示されているLOOP COUNTで
ブロックのループ回数を変更できます。

ループスイッチをオフに

現在のループ数は、各ブロックの中で確認
できます。
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4. ソングのセーブ

セーブウィンドウを開く

ソング名、画像、ステータスを決定

このボタンをタップ

ソング名を決めます。

TIP : ソング名を変更すると、別名で保存ができ
ます。同じ名前の場合は上書き保存になります。

ソング用の画像をアップロードまたは
カメラで撮影します。

Draft : 下書きの状態でMy Dataに保存されます。
Published : Cloudに公開されます。
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My Data

Cloud
ホームシーンに戻ります。公開されたソング
を確認する場合は”Cloud”をタップします。 

公開/下書きに関わらず、すべてのソングは
“My Data”に保存されています。

セーブされたソングの確認

“Cloud”のタイムラインで確認 “My Data”で確認
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以上の4ステップは、作曲の基本的な操作です。
次の5ステップで、さらに進んだ手法を学びましょう。
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セクションセレクター

BPM : 曲のスピードを変えます。 

Shuffle : ビートをシャッフル／スイング。 
1ステップごとに設定されます。

5. ソングのセッティング

セッティングセクションに移動

BPMとシャッフルを変更

セクションセレクターの右端のボタンを
タップ。
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PAD DIVISION

“PAD DIVISION”をオンにすることで、16個の
パッドを表示することができます。

16個のサウンドが利用可能になります。 
使いたいパッドを選択し、ゲートブロックを
入力しましょう。番号つきのゲートが入力さ
れます。

パッドを16個に拡張
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セクションセレクター

Flick Menu

セクションセレクターのボタンを長押しする
と、フリックメニューが表示されます。指を
上にフリックして、”LIVE MOTION”セクション
へ行きましょう。

6. ライブモーション

エンジンセクションに移動

フリックメニューを表示

セクションセレクターの左端のボタンを
タップ。

非破壊音色編集
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Close : 

HOLDをオンにすると、フェーダーは固定
されます。オフにすると、もとに戻ります。

LIVE MOTIONを終了します。

LIVE MOTIONでは、もとの音色を破壊するこ
となく、一時的に音色を変化させることがで
きます。フェーダーを適当にさわり指をはな
すと、もとの音色に戻るのが確認できます。

フェーダーを適当にさわってみる
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セクションセレクター

フリックメニュー

セクションセレクターのボタンを長押しする
と、フリックメニューが表示されます。指を
上にフリックして、”MOTION EDITOR”セク
ションへ行きましょう。

7. モーションエディター

フリックメニューを上にフリック

パターンセクションに移動

セクションセレクターの2番目のボタンを
タップ。

1ステップごとにパラメーターを設定
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TIP : 現在入力可能なパラメータ ( 2016年10月 ) 
・TUPLET
・VOLUME
・DEPTH
・OSC BALLANCE
・CUT OFF
・RESONANCE
・DECAY
・RELEASE
・LFO SPEED

TIP : 
左右にスライド : ステップごとの変更
もう一度タップ：モーションを削除

③ ゲート
ブロック
の入力 ④ ここでモーションを描く

② モーションターゲットを選択

① パッドを選択

モーションを描く

下記のステップに従って入力してみましょう :
① パッドを選択 
② モーションターゲットを選択
③ 前章と同様にゲートロックを入力 
④ 指でモーションを描く
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タップして演奏

パッドを選択

セクションセレクター

セクションセレクターのボタンを長押しする
と、フリックメニューが表示されます。指を
下にフリックして、”KEYBOARD”セクション
へ行きましょう。

演奏したいパッドを選択し、キーボードを
タップして演奏しましょう。
左右の矢印ボタンでオクターブを変更できます。
2本指でスライドもできます。

8. キーボード

キーボードで演奏

フリックメニューを下にフリック

メロディを作ろう
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カレントノート

最後にタップしたキーが
カレントノートになります。

ノートピッチを編集

それぞれのノートピッチは、左右にスライド
することでノートピッチをシフトできます。
タップで削除できます。

指を上下にスライドさせて、ノート
ピッチを入力できます。
カレントノートで入力されます。

PM

TIP : Frumは純粋なFM音源なので、ただしい音
程で鳴らない時があります。そのときはPM
スイッチをオンにすると、音程が安定します。
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RECORD AUDIOスイッチ

レコード

RECORD AUDIOスイッチをオンにすると
レコードボタンが表示されます。

レコードをタップすると録音が
はじまります。

9. オーディオの録音とエクスポート

タップして録音開始

レコードボタンを表示
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プレイ

ソングを録音したい場合は、プレイを押して
ください。ソングが終了したら、レコードを
もう一度押してください。

レコードを押すと、このようなアクション
シートが表示されます。エクスポート先を
選択してください。
Dropboxがインストール済みであれば、
Dropboxを選択できます。

オーディオのエクスポート
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