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BROOMSTICKBASS – Gift Pack 2 マニュアル

ようこそ！
またお会いできました！
まず、これまで順風満帆にやってこられたことを皆様に感
謝致します。私達は BROOMSTICKBASS を開発し、そして
発表することができました。デモ版も期日内に完成しまし
た。ウエブサイト www.bornemark.se も起ち上げ、好評
を得ています。ユーザーの方々にはすでに Gift Pack 1 を
提供しました。エキサイティングなプロモーションビデオ
も完成したところです。
そして今、私達はここに Gift Pack 2 をご紹介します！
音楽の世界には膨大な数のスタイルとインストゥルメント
が存在するので、たった 1 つのパッケージ、つまりオリジ
ナルの BROOMSTICKBASS ですべてをカバーすることはで
きませんでした。けれども、登録ユーザーの方々から寄せ
られた好意的なフィードバックが大きな励みとなり、新た
なスタイルとインストゥルメントをさらに追加することが
できました。
Gift Pack 2 には、新規スタイルが 12、新規インストゥル
メントが 2 つ収録されています。Hohner Clavinet Pianet
DUO、そして Moog Taurus ペダルシンセサイザーはと
てもレアな楽器です。「えっ、Taurus はオリジナルにも収
録されてなかったっけ？」と思われるかもしれませんが、
Gift Pack 2 にはオリジナルのパッケージに使用しなかっ
たプリセットと、今回新たに制作した Taurus ベースサウ
ンドが追加されています。
サポートフォーラムを是非ご利用ください。有用な情報が
満載です。また、お寄せ頂いたご要望には常に真剣に対応
することをお約束します。
www.bornemark.se/forum（英語）
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インストールの方法
インストール ... PC
まず、ダウンロードしたギフトパックファイルが PC
バージョンであることをご確認ください（ファイル名は
“GiftPack2.ZIP”）。ファイルを解凍するとフォルダになり
ます。フォルダには拡張子「 .BIN」のファイルが含まれて
います。すでに BROOMSTICKBASS のライブラリをインス
トールしたフォルダに、その「 .BIN」ファイルコピーして
ください。これでインストールは完了です。
BROOMSTICKBASS のライブラリをどこにインストールし
たか不明である場合は、インストール DVD に収録された
"library relocator.exe" を実行してください。ライブラリ
の場所が明らかになります。

インストール ... OS X
まず、ダウンロードしたギフトパックファイルが OS X
バージョンであることをご確認ください（ファイル名は
“GiftPack2.DMG”）。ファイルを解凍するとフォルダにな
ります。フォルダ内のインストーラーをダブルクリックし、
表示される指示に従ってください。
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新たなインストゥルメント
Hohner Clavinet Pianet DUO
楽器メーカーとして長い歴史を誇る Hohner 社は 1857 年
にドイツにおいて創業し、ハーモニカなどポピュラーな楽
器を長年にわたって数多く製造しました。有名な「クラビ
ネット」も彼らが開発した電子楽器です。ピアノ型の鍵盤
を備え、クラビコードのメカニズムを採用しています。
ハンマーで叩かれた弦の振動がシングルコ
イルのピックアップによって拾
われ、明るくパーカッシブなサ
ウンドを奏でます。
「クラビネッ
トのサウンドはファンキー」、こ
れ以上的確な表現はありません！
DUO というモデルは、クラビネットと「ピアネット」を 1
つの箱に納めたものです。ピアネットも Hohner 社のもう
１つの発明ですが、リードをゴム製の吸収するバッドによっ
て叩くことで発音するエレクトリックピアノです。Fender
社の Rhodes ピアノでトーンコントロールを完全に絞って
演奏したようなサウンドです。
ピアネットによる密度の濃い基音、クラビネットによる歯
切れのよい弦のサウンド、この 2 つのコンビネーションが
Clavinet Pianet DUO の特徴であると言えるでしょう。
今回使用した DUO は、素晴らしいシンガーソングライター
であり、BROOMSTICKBASS のスタイル制作にも大きく貢献
してくれたミュージシャン、Nils Erikson 氏の所蔵品です。
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新たなインストゥルメント
Moog Taurus ペダルシンセサイザー
Robert Moog 氏は、Leo Fender、Jim Marshall、Alan R.
Pearlman（ARP）、Charlie Steinberg の各氏に並び、20
世紀における楽器の進化の中で最も重要な人物の 1 人です。
彼の発明はすべて素晴らしいものですが、中でも Taurus
は最も興味深いインストゥルメントと思われます。
オリジナルの BROOMSTICKBASS パッケージにも Taurus
の強力なプリセットが収録さ
れていますが、今回の Gift
Pack にはさらにいくつかのサ
ウンドを追加しました。

プリセット "Tuba" は、ハモンドオルガンのベースペダルに
似た音質です。遅めのアタックと豊かなトーンを特徴とす
るサウンドは、ソフトなバラードにとてもマッチします。
"Bass" はエレクトリックベース系のプリセットです。とて
もアタックの目立つサウンドです。数あるシンセサイザー
サウンドの中でも、最も密度の濃い音質のプリセットと言っ
てもいいでしょう。
さらに、私達は Taurus のガラスのフタの下に隠されたパ
ネル（ユーザー独自の設定が可能）を操作し、フィルター
によってスイープされた伝統的シンセサウンドを作成し
ました。これを Taurus 最後のプリセットとして追加し、
"Sweeps" と名付けました。
BROOMSTICKBASS では Taurus シンセサイザーのサウンド
もサンプルとして扱われるので、速いメロディックなパッ
セージも可能です。29 年前にはアクロバットでない限り演
奏できなかったでしょう！
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スタッフ一覧
企画、実行： Sven Bornemark
ソフトウェア： Dave Brown (db-audioware.com)
追加コード： Paul Kellett (mda.com)
オーディオ編集： Lars Westin (precisionsound.net)
グラフィックデザイン：Francesco Maisto (maisto.org)
ベースの録音：Nils Erikson、Sven Bornemark
音楽：Johan Axelsson、Sven Bornemark
マスタリング： Uﬀe Börjesson (earhear.net)
プロダクトマネージャー： Per Almered
製作、販売：MI7 (mi7.com)
写真撮影、レイアウト、カバーデザイン： babusjka
サポートについては、MI7 Japan のウエブサイト
http://www.mi7.co.jp/service/contact/
をご参照ください。
BROOMSTICKBASS のウエブサイトとフォーラムはこちら：
http：//www.bornemark.se/bb
Thanks to:
Nils Erikson 氏
（Hohner Clavinet Pianet DUO の提供だけでなく、レコー
ディングに際しても多大な貢献を頂きました。）
そして MI7 の全スタッフ !
Peter Forrest 氏著作、"The A-Z of Analogue Synthesisers (parts 1 and 2)" は、熱狂的なシンセサイザーファ
ンがニルヴァーナに近づくための最適の書です。BROOMSTICKBASS のマニュアル、そしてこの冊子
でも多くの事項を参照させて頂きま
した。
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