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Smack! 

F E A T U R E S

Digidesign® Smack! ™は、音楽用途向けとして特別

にデザインされた新たなプロフェッショナル・コンプ

レッサー / リミッター・プラグインであり、あらゆる

タイプのオーディオ素材で同様に優れた成果を生み

出します。Smack!に用意された3種類のコンプレッ

ション・モードとユニークなコンプレッション・レシ

オ、微妙なハーモニック・ディストーション ( 倍音

歪み ) が、幅広いサウンド・バリエーションや色

付けを実現。また、サイドチェーン・プロセッシ

ングやマルチチャンネル・トラック・タイプ、Pro 

Tools® におけるフル・レンジのサンプル・レート

とプラグイン・フォーマットをサポートしています。

また、Pro Tools LEシステム用には、特別価格

の Smack! LE も用意されています。

Smack! は、素晴らしいサウンドでフレキシブ

ルかつ簡単に扱えるコンプレッション・ツール

を必要とするPro Tools 音楽制作者向けに開

発されました。これまではハードウェアでの

み実現していた自動ゲイン・リダクション機器

を正確にモデリングした Smack! は、あらゆ

るソースのボリュームを非常に音楽的にコント

ロールし、どんなトラックにも音色の豊かさと

明瞭度、興奮を加味します。ユーザー・インター

フェースは分かりやすく構築されており、ビン

テージ機器を思わせるルック&フィールにより、

ユーザーはバラエティ豊かなトーン・カラーを

最小限のコントロールにより実現可能です。

Smack! はプラグインによるコンプレッション

の能力とクオリティを新たなレベルへと引き上

げ、デジタル・コンプレッサー及びコンプレッ

サー / リミッターのエミュレーションに付き物

だった限界を凌駕する製品です。実用的なコ

ントロール・レンジとコンプレッションによるサ

ウンド・カラーの幅広いスウィープ・レンジによ

り、非常にウォームで卓越したサウンドを実現。

このコンプレッサーは素晴らしいサウンドを提

供するだけでなく、どんなセッティングでも効

果的かつ効率的に動作し、分かりやすいユー

ザー・インターフェースによって簡単に素早く操

作できます。このSmack!を使って酷いコンプレッショ

ン・サウンドを得るのは、ほぼ不可能です。どんな設

定にしたいのか分からない場合は、レンジの中程の

レシオを選択し、全コントロールを真ん中にして、VU

メーターへ十分なゲイン・リダクションが表示されるま

で入力ゲイン・コントロールを調節してみましょう。何

にでも使える一般的で優れた設定となり、それを出

発点としてさらに調整することが可能です。

Smack! は微妙なコンプレッションからハードなリミッ

ティングまで幅広くユニークなコンプレッション・カー

ブを実現するだけでなく、3 種類のコンプレッサー・

モードによってウォームさの追加、波形歪みの低減、

エレクトロオプティカルVCAリミッターのエミュレー

トが可能です。また、Smack! の各コンプレッション・

レシオは、それぞれ独自の個性とリリースのシェイプ

が特徴となっています。その結果、ほぼ透明なコン

プレッションを実現する穏やかなカーブからブリック

ウォール・リミッティングまで、実に幅広いサウンドに

対応できます。

Smack! のディストーション・セクションは、アナログ・

テープ・サチュレーションとビンテージ真空管機器の

特徴的なサウンドのレプリカを作り上げるため、微妙

なハーモニック・ディストーションを追加できます。ス

イッチの切り替えだけで、2 次及び 3 次倍音歪みを瞬

時に追加可能。その上、Smack! には外部 / 内部サイ

ドチェーン・プロセッシング及び追加フィルタリング用

の内蔵サイドチェーン EQも搭載されています。

Smack! は Digidesign 及び Avid® のソフトウェア

をサポートしており、最高 192 kHz までの全 Pro 

Tools サンプル・レートと全マルチチャンネル・トラッ

ク・コンフィギュレーション ( ゲイン・リダクションがリ

ンク )、AudioSuite、RTAS 及び TDM プラグイン・

タイプに対応しています。この Smack! には、Pro 

Tools LE と Avid Xpress® DV、Avid Xpress Pro 

software、全Avid DNA™システムを低価格にサポー

トする、AudioSuite/RTAS バージョンの Smack! 

LE も用意されています。

■ 簡単に扱えるPro Tools システム
向けコンプレッサー /リミッター・
プラグイン

■ 簡単な操作性 ‒ あらゆる種類の
オーディオ素材を簡単にハンドリ
ング

■ クラシックなエレクトロオプト・
リミッターを含む3種類のコンプ
レッション・モード

■ 微妙なコンプレッションからハー
ド・リミッティングまでを実現する
ユニークなコンプレッション・レシ
オ

■ ハーモニック・ディストーション 
‒ アナログっぽいサウンドの微妙
な歪みを追加

■ サイドチェーン・サポート - 外部
及び内部サイドチェーン・プロセッ
シング及びサイドチェーンEQ

■ 192 kHzを含めたPro Tools®の
全サンプル・レートを完全サポート

■ AudioSuite™、RTAS®、TDMプラ
グイン・フォーマットをサポート

簡単に扱える Pro Toolsシステム向けコンプレッサー / リミッター・プラグイン
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システム必要環境
Digidesign 推奨 Pro Tools|HD® Accel,  

Pro Tools|HD, Pro Tools|24 MIX ™ (Pro Tools|24 

MIXではRTAS及びAudioSuite のみ ),  

Pro Tools LEシステム ; またはAvid Xpress DV, 

Avid Xpress Pro software, 及び全Avid DNAシステム。

iLok USB Smart Key (iLok.comアカウントによる

iLokライセンスのマネージメントを推奨 )。

最新のDigidesign 製品情報及びシステム必要環境、

最新のディベロップメント・パートナー・プラグイン及び

ソフトウェアの互換性はwww.digidesign.comにて。

©10/04. AudioSuite, Avid, Avid DNA, Avid Xpress, Digidesign, Pro Tools, Pro Tools|HD, RTAS, Smack! は Avid Technology, Inc. 及びその関連会社、ディビジョンの 

商標または登録商標です。Mac OSはApple Computer, Inc. の登録商標です。WindowsはMicrosoft Corp. の登録商標です。他の商標は各所有者が所有しています。 

全ての機能及び仕様は予告無く変更される場合があります。
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Pro Tools ベースの音楽、ブロードキャスト、ポスト・

プロダクション、サウンド・デザイン用途に適応する

Smack! は、ミックス内でベースやドラム、ボーカル

の最適なトラック配置と存在感を実現するには理想

的なプラグインです。

Smack! 
簡単に扱える Pro Toolsシステム向けコンプレッサー / リミッター・プラグイン


