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■INSTALL GUIDE (INSTURUMENTS) 概要
INSTALL GUIDE (INSTRUMENTS)（以下「当ガイド」）は、Versus Audio サンプルパック製品のダウンロード
とインストールの方法、起動に関する「Native Instruments KONTAKT 5」の設定や使用方法、zip 解凍ソフ
ト「7-Zip」の使用方法についての説明を行います。
全ての項目ついて「VS  BURST LP FREE」を使用して説明していますが、拡張子などが同じであれば他の全
ての Versus Audio の音源に共通するものです。
（※搭載する機能の有無や数や範囲については音源およびバージョンによって異なる場合があります。また、
当ガイドの記述はバージョンアップや修正などによって予告なく変更される場合があります。当ガイドは、
動作内容を保障するものではありません。当ガイドでの説明には Versus Audio 製品以外のソフトの内容お
よび説明を含みます。）

当ガイドの対象製品：Versus Audio 製品の全てのサンプルパック
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■インストール前の KONTAKT のセットアップ
このページでは KONTAKT のデータベース機能で使用するフォルダの指定方法を説明します。
データベース機能の準備が完了している、またはデータベース機能を使用しない場合はこの操作を飛ばし
て■ダウンロード手順へ進んでください。

KONTAKT を起動し、以下の画像の①～⑥までの操作を行ってください。
⑤で選択し、⑦に記載されている場所（フォルダ内）に当サイトの製品をインストールすると、データベー
スからの読み込みが可能となります。読み込み方法については後述の■KONTAKT Database からの起動方
法を参照してください。
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■ダウンロード手順
このページでは Versus Audio（https://versusaudio.com/）でのダウンロードの手順を説明します。
FREE 音源をダウンロードする場合は製品登録は不要ですので①③を飛ばして④へ行ってください。（但し
ログインは必要です。）
購入した製品がある場合は、購入後のメールに記載されているシリアルナンバーの登録が必要となります。
（シリアルナンバーは、ユーザー登録時に入力したメールアドレス宛に送信されます。）
製品登録からダウンロードまでの手順は以下のようになります。
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ダウンロードに失敗する場合は、■トラブル時のチェックポイントを参照してください。
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■zip 展開手順
ダウンロードした zip ファイルをダウンロードフォルダから■インストール前の KONTAKT のセットアッ
プで指定したフォルダに移動させます。

当サイトの製品は全て、zip 形式で圧縮したものをダウンロードして頂いております。
zip 形式で圧縮されたファイルは、展開しなければ利用できません。
Windows PC では展開 ( 解凍 ) ソフトがインストールされていない場合、zip ファイルをダブルクリックす
ると圧縮中の中のファイルが覗けてしまいますが、そのままでは利用できません。
Windows の場合は zip ファイルを右クリック>【すべて展開】　を選択し、展開を実施します。

MacOS の場合はダブルクリックするだけで自動的に展開されます。
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■分割ファイルの統合方法
分割ファイルをダウンロードした場合は、分割 zip ファイルをそれぞれ個別に解凍した後、１つのフォル
ダに手動で統合する必要があります。

Versus Audio 製品はすべて同じフォルダ構造となっております。
各階層のファイルの位置を間違えないように、１つのフォルダに配置・統合してください。起動に失敗す
る場合はファイルの配置、フォルダの名前などを確認してください。
（１つでもファイルやフォルダの名前や位置を変更すると正常に起動しなくなります。）
（一番上の「製品名フォルダ」に限り、フォルダ名の変更が可能です。分割ファイルの場合、ファイル管
理の都合上フォルダ名の後に番号を振っていますが、数字を外してもらっても構いません。初回起動前に
変更してください。例：VS_BURST_LP_1→VS_BURST_LP）

●各フォルダ・ファイルの配置図 ●実際の例：VS BURST LP FREE
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■音源の起動方法

■インストール前の KONTAKT のセットアップで指定したフォルダから nki ファイルをドラッグ＆ドロッ
プ、または KONTAKT 内から nki ファイルを探してドラッグ＆ドロップすることで起動できます。
一度起動してしまえば、KONTAKT Database に音源が登録され、次回起動時からは Database から呼び出
せるようになります。
（■インストール前の KONTAKT のセットアップで指定したフォルダ以外のフォルダからでも同様に起動
できますが。KONTAKT Database への自動登録はされません。）
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■KONTAKT Database からの起動方法

Database タブをクリックし、起動したい音源をドラッグ＆ドロップすることで起動できます。
※音源の初回起動時は一旦 KONTAKT を終了し、KONTAKT の再起動が必要となります。
※この機能の使用はDB Option で設定したフォルダに nki ファイルが入っていることが条件となります。
( 当ガイドの手順に沿っていない場合はこの限りではございません。)
Database 機能についての詳細は、お使いの KONTAKT の説明書などを参考にしてください。



12

versusaudio.com

■KONTAKT Database への一括登録方法

画像では、例として、予め作成しておいた「Q:\Samples」フォルダの中に KONTAKT 用の音源を入れ、そ
の音源を Database へ追加しています。Database 対象フォルダは「Add」ボタンを押して追加、
「Remove」ボタンで削除できます。フォルダ追加方法は■インストール前の KONTAKT のセットアップを
参照してください。
フォルダ内音源の数が多い場合「Update」ボタンクリック後、Database 更新に時間がかかる場合があり
ます。新しい音源を追加したらその都度「Update」ボタンで手動で更新する必要があります。
更新完了後は Database タブをクリックし、起動したい音源をドラッグ＆ドロップすることで起動できる
ようになります。起動方法は■KONTAKT Database からの起動方法を参照してください。
※この機能の使用はDB Option で設定したフォルダに nki ファイルが入っていることが条件となります。
Database 機能についての詳細は、お使いの KONTAKT の説明書などを参考にしてください。

ダウンロードに失敗する場合は、■トラブル時のチェックポイントを参照してください。
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■アップデートの適用方法

当サイトの音源のアップデートの適用は、すべて手動での適用となります。
KONTAKT を起動している場合は終了してからアップデートを適用してください。
アップデート zip ファイルを解凍 ( 展開 ) 後、■分割ファイルの統合手順と同様に、フォルダ・ファイルの
構造を間違えないように、アップデートフォルダ内のファイルに置き換える、または追加ファイルがあれ
ば新しいファイルを追加してください。
フォルダの構造については■分割ファイルの統合手順を参照してください。
お使いのＰＣの環境（特に Mac）では、フォルダごと置換すると、フォルダ内のファイルが消えてしまう
ことがありますのでご注意ください。特に「製品名 _Library」フォルダを置換する場合は、中のファイル
をひとつずつ置換することを推奨します。

アップデートは最新版のみ提供しております。旧バージョンの提供は原則致しませんので、バックアップ
等が必要な場合は、各自で行ってください。
現在使用中の音源のバージョンは、音源内の以下の場所にて確認してください。



14

versusaudio.com

■各ファイルについての補足
・「nki ファイル」・・・音源の基本となる情報やスクリプト情報等が格納されており、音源内システムのアッ
プデートなどは主にこちらのファイルが更新されます。大雑把にいうと音源の本体です。更新頻度が最も
多いファイルです。

・「Samplesフォルダ」・・・ncwファイルやwavファイルなどのサウンドファイルが入っているフォルダです。
サンプルの追加や更新がある場合はこちらのフォルダ内のファイルが更新されます。最もサイズが大きく
なるフォルダであり、分割ファイルではこの「Smples フォルダ」内のファイルを分割して zip 圧縮してい
ます。

・「ncw ファイル」・・・音源で使用されるサウンドファイルです。wav ファイル等のサウンドファイルを
KONTAKT 用に可逆圧縮したものであり、サウンドの品質はそのままにファイルサイズが抑えられています。
KONTAKT 専用のファイル形式なので、NI 製品でしか扱えません。（非圧縮のwav ファイルに戻せば他のソ
フトでも使用できるようになります。）

・「wav ファイル」・・・サウンドを扱うほとんどのソフトに対応しているwav フォーマットのサウンドファ
イルです。圧縮などは行っていないため、そのままの形で KONTAKT 以外のソフト等にも利用できます。

・「nkr ファイル」「nkc ファイル」・・・音源のＧＵＩ（画像）やＩＲなどのデータが格納されており、ＧＵ
Ｉの追加や修正をしたときはこれらのファイルが更新されます。

・「Data フォルダ」・・・音源内の機能でプリセットなどを保存、読み込みするときに使用されるフォルダ
ですが、当サイトの音源では殆どの場合使用されません。中に何も入っていなくて正常です。

・「VersionHistory.txt」・・・各バージョンによる仕様変更履歴を記載しています。

・「licence.txt」・・・ライセンス ( 使用許諾契約書 ) について記載しています。ライセンス ( 使用許諾契約書 )
はサイト上でも閲覧できます。

※フォルダ内の各フォルダ名およびファイル名の変更、フォルダやファイルの位置の変更をしますと、音
源が正常に起動しなくなりますので、変更しないでください。

KONTAKT 音源は、Native Instruments 公認の音源と、KONTAKT ユーザーが KONTAKT の機能を使用して
自作した音源の二種類に別れます。当サイトの音源は後者の自作した音源になります。そのため、アクティ
ベートの必要もなく、ファイルを配置して読み込むだけで使用できます。
アクティベートするタイプの音源ではないため、KONTAKT 内 Libraries タブには表示されません。
KONTAKT PLAYERで15分間のデモ動作となるのもこのためです。音源がデモ動作になっているのではなく、
KONTAKT の自作機能が制限されている KONTAKT PLAYER がデモ動作になっているのです。
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●音源の起動・解凍 ( 展開 ) に失敗する場合の、原因として考えられるもの

・zip ファイルをダブルクリックし、中の nki ファイルを KONTAKT にドラッグ＆ドロップしても起動しな

い

→zip ファイルは解凍 ( 展開 ) しなければ中のファイルは使用できません。圧縮中のファイルを閲覧でき

ているだけですので、必ず解凍（展開）してご利用ください。

・2GB 以上、または 4GB 以上の zip ファイルが手持ちの解凍ソフトで解凍できない

→4GB を超える zip ファイルを解凍（展開）する際は、対応した解凍ソフトが必要になります。(7-Zip 等 )

他の解凍ソフトでもお試しください。

・「KONTAKT PLAYER」で起動するとデモ動作になります

→「KONTAKT PLAYER」では 15 分間しか使用できません。フルバージョンの使用には「KONTAKT」が必

要となります。「KONTAKT PLAYER」と「KONTAKT」は別物ですので、お間違えのないようお気をつけく

ださい。

●ダウンロードが失敗する場合の、原因として考えられるもの

・当サイトのシステムがご使用のブラウザに対応していない

→当サイトでは、GoogleChrome 最新版でのご利用を推奨しております。

・ブラウザのダウンロード完了パーセンテージが表示されない

→当サイトのダウンロードシステム１では、表示されません。ダウンロードボタンを押した後、ダウンロー

ドページ記載のファイルサイズを目安にお待ち下さい。

・サイトを閲覧している IP アドレスとダウンロードを実行している IP アドレスが異なる。

→IP アドレスが同一でない場合不正アクセスとして処理され、ダウンロードが開始されません。

・ダウンロード中にスリープモードやスタンバイモードになる。

→電源管理設定を見直してください。

・LANケーブル、LAN用ハブ、LANポートなどの異常。

→回線の仕様に比べて通信速度の実測値が極端に低くければ、ケーブルやハブなどの異常が考えられるた

め、異常部分の交換を行ってください。

・Wi-Fi などで、ネットワークが不安定になる。

→有線でお試し下さい。

・テザリングで正常にダウンロードできない。

→有線でお試し下さい。

・ダウンロード先のHDDの容量が不足している。

→ダウンロードフォルダの設定を変更するか、HDDに容量の空きを作ってください。

■トラブル時のチェックポイント
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・4GB 以上のファイルの場合、ダウンロード先のHDDのフォーマットが対応していない。

→NTFS 等 4GB 以上のファイルが扱えるフォーマットのHDDにダウンロードしてください。

・ネットワークドライブにダウンロードしている。

→ローカルフォルダにダウンロードしてから、移動してください。

・回線の不具合

→回線の不具合が改善してからダウンロードしてください。

・セキュリティソフト等の影響

→ファイアウォールまたはウイルスチェックなどを一時的に無効にしてください。

・プロバイダーに大容量の通信を制限されている。

→回線を変えてお試しください。

・回線の通信量制限等により、低速な通信速度に制限されている。

→回線を変えてお試し頂くか、制限が解除されるまでお待ち下さい。（ファイルサイズが大きいため、１

つのファイルで通信量制限にかかってしまう場合があります。）

・ブラウザのキャッシュ（一時ファイル）の問題

→最初のダウンロードが失敗すると、キャッシュの影響でその後のダウンロードも失敗してしまう場合が

あります。ブラウザのキャッシュをクリアしてください。

・プロキシサーバー等を経由してダウンロードしている。

→プロキシサーバー等を経由せず直接アクセスしてください。

・2GB 以上の大容量の zip ファイルのダウンロードのみ失敗する。

→根本的な原因の解決にはなりませんが、分割ファイルのダウンロードをお試しください。

■上記全ての条件を満たしていてもダウンロードできない場合、お問い合わせページより症状をお伝えく

ださい。

－ダウンロード開始後、何分くらいで接続が切れ、その時間に規則性があるか。（何度やっても 5 分丁度

で止まってしまう、など。一般的にはファイル作成日時と更新日時の差でダウンロード時間を確認できま

す。）

－途中までダウンロードされた、中途半端なファイルのサイズに規則性があるか。（全て同じ容量までダ

ウンロードしたところで止まっている、ファイルそのものがない、zip ファイルがある、など）

－使用ブラウザ（Chrome 推奨）、解凍ソフト（7-Zip 推奨）、ご利用の通信環境をお知らせください。

－その他、原因特定の判断材料になりそうな気になる点がありましたら、ご連絡ください。

尚、Versus Audio の製品には、取扱説明書類が付属していないものがあります。

該当の製品ページに「Tutorial」のボタンが表示されている場合はそちらから動画にアクセスして使用方

法をご覧下さい。
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●音源起動時のトラブル、原因として考えられるもの

・音源の読み込みが遅い（起動開始からプログレスバー表示まで数分間何も表示されない場合）

→拡張子 ncw のファイルを Windows Defender のリアルタイム保護機能から除外することで読み込み速

度が速くなることがあります。※除外することにより損害が生じたとしても当サイトでは一切の責任を負

いかねますので、自己責任の上で行ってくださいますようお願い申し上げます。

「Windows Defender セキュリティセンター」>「ウイルスと驚異の防止」>「ウイルスと驚異の防止の設定」

>「除外の追加または削除」>「除外の追加」→ファイルの種類「ncw」を追加

・音源の読み込みが遅い（起動開始からプログレスバー表示までは 20 秒以内で、音源をメモリに読み込

む時間が長い場合）

→SSDなどの高速な記憶媒体に音源を保存して使用することで読み込みが速くなります。
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Versus Audio サンプルパック製品のアートワーク（パッケージやＧＵＩの３Ｄ/２ＤＣＧ）、プレーヤー、

レコーディング、スクリプト、エンジニア：渡部浩成

※「KONTAKT」は Native Instruments 社の製品です。

※「7-Zip」はオープンソースソフトウェアです。ソースコードは GNU LGPL、unRAR restrictions のライセ

ンスです。

製品の不具合等のお問い合わせは Versus Audio サイトの「SUPPORT」>「お問い合わせ」内のメールフォー

ムから受け付けております。

Versus Audio

URL: https://versusaudio.com/

mail: info@versusaudio.com

■クレジット、お問い合わせについて


