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ようこそ！
本書は Propellerhead Reason Essentials 音楽制作ソフトウェアのオペレーションマニュアルです。本書に記述された情報は Reason 
Essentials ヘルプシステムの html ファイルでもご参照いただけます。

本書の他にも Reason Essentials のヘルプメニューからアクセスできるビデオチュートリアルのウェブサイトもご覧ください。

また最新情報やニュースは Propellerhead ウェブサイト（www.propellerheads.se）に頻繁にアクセスください。

本章について
本章は Reason Essentials マニュアルの記述様式について説明します。また Reason Essentials の保護システムの使用方法も記述されて
います。

本マニュアルについて
この使用マニュアルには Reason Essentials プログラムのすべてが詳細に説明されています。初めの数章は一般的な操作方法やテク
ニックについて説明します - 例えばオーディオソースの接続、ミックス、レコーディングなど。その後は Reason Essentials のラックデ
バイスの詳細です。

各OS用の Reason Essentials バージョンについて
Propellerhead Reason Essentials には２つのバージョンがあります：Windows 用（XP SP3、Vista、または Windows 7）と Mac OS X 用

（10.5.8 以上；Propellerhead Balance 使用は 10.6.3 以上）。本マニュアルのスクリーンショットは両バージョンから撮っています。ど
ちらの OS をご使用でも基本的な構成は同一です。

本マニュアルの記述様式
本マニュアルは Windows/Mac OS X 共通です；OS によって異なる部分は解説されます。

記述様式
記述様式は標準的なものです。以下は異なるテキストスタイルの使用例です：

D このテキストスタイルはユーザーが行う手順の説明に使われます。

! このテキストスタイルは重要な情報を意味します。問題を回避するためにもお読みください。

q このテキストスタイルはティップスや追加情報に使われます。

キーコマンドの様式
本マニュアルではコンピューターキーボードのコマンドは次のように括弧で示されます：

D [Shift] を押しながら [C] を押します。

ただし Windows と Mac コンピューターではモデファイアキーは異なります。異なる場合、コマンドは次のように「（Win）」と
「（Mac）」を追加した形で個別に記述されます：

D ソングを保存するには [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [S] を押します。

http://www.propellerheads.se
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コンテクストメニューの記述
マニュアルには「コンテクストメニュー」の項目を選択する手順が記述されています。この際は特定されたエリア、セクション、また
はデバイスを右クリック（Mac で１ボタンマウス使用の場合は [Ctrl]- クリック）し、現れるポップアップメニュー（コンテクストメ
ニュー）から項目を選択します。コンテクストメニューに含まれる項目はクリックした場所によって異なります。Reason Essentials の
コンテクストメニューの概要は「コンテクストメニュー」をご参照ください。

囲い枠と丸囲い（コールアウト）

マニュアルでは画像が多く掲載されていますが、特定の部分が円形や四角形の枠でハイライトされていることがあります。上の例のよ
うに実線の図形で示されます。場合によってはこれら囲い枠 / 丸囲いに説明語句が伴うこともあります。囲いとテキストの色は背景の
画像に対して見やすいものが使用されています。

点線の矢印

上の画像の点線の矢印は操作を行うためにポインター（または他のツール）をドラッグするべき方向を示します。上の例ではノブの設
定を変えるためにポインターをドラッグする方向（上下）を示しています。

ラック

シーケンサー
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オーソライゼーション
Reason Essentials は可能な限り柔軟性を考慮しつつ、優れたコピー保護が可能なオーソライゼーションシステムを採用しています。次
のように機能します：

･ オーソライゼーションシステムの核は、Propellerhead ウェブサイトでご自身のユーザーアカウントに登録したライセンスナン
バーです。

･ 続いてこのライセンスを使って Propellerhead ハードウェア（Propellerhead Ignition Key USB スティック、または Propellerhead 
Balance オーディオインターフェースのように Ignition Key を内蔵したハードウェア）をオーソライズします。
この操作が完了すると、Propellerhead オーディオインターフェース（または Propellerhead USB スティック）を使って Reason 
Essentials をどの場所 / コンピューターでもオーソライズモードで使用できます。

･ 手元に Ignition Key ハードウェアがなくても、インターネット接続さえあれば Reason Essentials をオーソライズモードで使用でき
ます。
プログラムは Propellerhead ウェブサイトに接続し、Reason Essentials がユーザーアカウントに登録されていることを確認します。

･ 最後に Ignition Key ハードウェアとインターネット接続が両方ともない場合はデモモードで Reason Essentials を使用できます。
このモードはプログラムの購入前に試すために使うモードでもあります。このモードではソングの保存を含め、通常通り作業を行
えます。ただデモモードではデモソング以外のソングを開くことはできません（「デモモードで Reason Essentials を使用」参照）。

Reason Essentials の登録とオーソライズ
Reason Essentials をオーソライズモードで使用するには、プログラムをご自身の Propellerhead ウェブサイトアカウントに登録する必
要があります（「Ignition Key ハードウェアで Reason Essentials を使用」と「インターネット認証で Reason Essentials を使用」参照）。

次のように Reason Essentials を登録、オーソライズします：

! 注：次の手順を行うにはインターネット接続が必要です。

1. Reason Essentials を起動します。
初めて Reason Essentials を起動すると次のウィンドウが表示されます：
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2. " 登録してオーソライズ "ボタンをクリックします。
次のダイアログが現れます：

3. Ignition Key ハードウェアをコンピューターの空き USB2.0 ポートに接続します。
手元に Ignition Key ハードウェアがないため、Reason Essentials の登録のみ行うには［キーなしで続行］をクリックします。

Reason Essentials は Authorizer（オーソライゼーションと Ignition Key ハードウェアを管理するアプリケーション）を起動します。
このアプリケーションは登録とオーソライゼーション操作をガイドします：

4.［ブラウザ起動］ボタンをクリックします。
コンピューターのデフォルトインターネットブラウザが起動し、Propellerhead ウェブサイトの Reason Essentials 登録とオーソラ
イゼーションページにアクセスします。

5. ユーザー名とパスワードを入力して Propellerhead アカウントへログインします。
アカウントをお持ちでない場合は "Create account" リンクをクリックし、指示に従って新しいアカウントを作成します。

次の手順は状況によって異なります：

6. Reason Essentials をまだ登録していない場合はまず登録を促されます：Reason Essentials の箱に入っているライセンスナンバーと
レジストレーションコードを入力し、下のボタンをクリックします。

･ Ignition Key ハードウェアが接続されている場合、"Register and Authorize" というボタンが表示されます。
ライセンスは登録され、Ignition Key ハードウェアはこのライセンスでオーソライズされます。

Reason Essentials ライセンスが既に登録されている場合、ウェブページに表示されます。これを選択し、"Authorize" ボタンをク
リックします。Ignition Key ハードウェアはこのライセンスでオーソライズされます。

･ Ignition Key が挿入されていない場合、"Register" というボタンが表示されます。
ライセンスは登録され、インターネット認証で Reason Essentials をオーソライズモードで使用できます。Ignition Key ハードウェ
アは後でオーソライズできます。
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･ Reason Essentials ライセンスが既に登録されている場合、ウェブページにそのように表示されます。
これを選択し、"Authorize" というボタンをクリックします。これにより Ignition Key ハードウェアがラインセンスでオーソライズ
されます。

7. 操作を終えたらAuthorizer に戻り、［終了］をクリックします。
Reason Essentials は自動的に起動し、オーソライズモードでの使用ができます。

Ignition Key ハードウェアで Reason Essentials を使用
オーソライズされた Ignition Key ハードウェアを接続して Reason Essentials を起動すると、それ以上の操作なしにプログラムを使えま
す。

q 今後はコンピューターと Reason Essentials を起動する前に Ignition Key ハードウェアを接続してください。これにより Reason 
Essentials はオーソライゼーション操作なしに起動します。

Ignition Key ハードウェアがコンピューターに接続されていれば、Reason Essentials を使用する度にインターネットに接続する必要は
ありません。

インターネット認証で Reason Essentials を使用
Ignition Key ハードウェアなしで Reason Essentials を起動すると、次のウィンドウが現れます：

1. " インターネット認証で起動 "ボタンをクリックします。
! 注：これにはインターネット接続が必要です（「Reason Essentials の登録とオーソライズ」の記述通り、Reason Essentials ライセ
ンスがユーザーアカウントに登録済みであることが前提になります）。

2. 開いたダイアログに Propellerhead アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
Reason Essentials はオーソライズモードで起動します。

･ この状態でオーソライズ済みの Ignition Key ハードウェアを接続すると、インターネット接続は必要なくなります。

･ 同じユーザーアカウントでオーソライズされた複数の Reason Essentials（別のコンピューター）を同時に使用することはできませ
ん。この場合、Reason Essentials はデモモードに切り替わります。「デモモードで Reason Essentials を使用」をご参照ください。
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デモモードで Reason Essentials を使用
Reason Essentials ライセンスを持っていない、もしくは Ignition Key ハードウェアとインターネット接続の両方が使用できない場合、
Reason Essentials をデモモードで使用できます：

1. Reason Essentials を起動します。
次のウィンドウが現れます：

2. " デモモードで起動 "ボタンをクリックします。
Reason Essentials はデモモードで起動します。

トランスポートパネルの左にあるデモモード警告ライトが点灯します：

Reason Essentials をデモモードで使用する場合、次の２つの例外を除き、オーソライズモードと同じ操作を行えます：

･ オーディオをディスクファイルへエクスポート / バウンスできません。

･ ソングを開けません。
デモモードで開けるソングはデモソングのみ（拡張子 ".reedemo"）です。「Reason Essentials デモソングを開く」参照。

Reason Essentials 使用中に Ignition Key ハードウェアを取り外すか、インターネット認証モードで使用中にインターネット接続が切断
された場合、プログラムは自動的にデモモードに切り替わります。この場合でも通常通り作業を続けられる上、ソングの保存も可能で
す。Ignition Key ハードウェアを再接続するか、インターネット接続が回復すると Reason Essentials は自動的にオーソライズモードに
戻り、トランスポートパネルのデモモード警告が消えます。
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Mac OS Xファンクションキーの再アサイン
Reason Essentials で作業を行う際、３つのメインエリア（メインミキサー、ラック、シーケンサー）の間を頻繁に行き来します。これ
らを切り替える最も素早い方法はファンクションキー F5、F6、F7 を使用する方法です（「エリア間のナビゲーション」参照）。また F4
と F8 キーはそれぞれオンスクリーンピアノキーとツールウィンドウ表示 / 非表示に使います。

ただし多くの Macintosh 機種（特に MacBook ）では、これらファンクションキーはハードウェアコントロールボタンとしても機能し
ます。例えば内蔵スピーカーのボリューム、画面の明るさ、キーボードのバックライトなどを制御します。Reason Essentials などのア
プリケーションでこれらのファンクションキーを使用するには "Fn" ボタンを押しながら操作する必要があります。

これでも操作は問題なく行えますが、Reason Essentials での作業をより円滑にするためにも設定を変更することをお奨めします（F5
は「F5」コマンドに、ハードウェア操作は Fn を押さえるように入れ替える）。以下のように行います：

1. Mac OS X のシステム環境設定を開き、"キーボードとマウス "を選択します。
" キーボードとマウス " 設定が表示されます。

2. " キーボード " タブを選択し、"F1、F2 などのすべてのキーを標準のファンクションキーとして使用 "オプションにチェックを入れ
ます。
これで F4-F8 を使って Reason Essentials の機能を制御できます。ボリュームや画面の明るさ調整などのハードウェアコントロール
機能を使用するには、"Fn" キーを押しながらファンクションキーを押します。

ファクションキーの中には Mac OS X キーボードショートカットにアサインされているものもあり、これらは Reason Essentials などの
ソフトウェアより優先されます。これも簡単に変更できます：

3. " キーボードとマウス "ウィンドウの "キーボードショートカット "タブをクリックします。
キーボードとマウス環境設定ウィンドウにはシステム機能にアサインされたキーボードショートカットのリストが表示されます。
例えば [Cmd]-[F5] は VoiceOver 機能の使用 / 停止にアサインされています。Reason Essentials では、これはメインミキサーを個別
のウィンドウに切り離すためのショートカットとなっています。
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4. "VoiceOver 機能の使用 / 停止 "アイテムにスクロールし、チェックを外すか、他のキーボードショートカットをアサインします。

5. さらに "Spaces" アイテム（キーボードショートカット＝ F8）までスクロールし、チェックを外すか、他のキーボードショート
カットをアサインします。
[F8] は Reason Essentials でツールウィンドウの表示 / 非表示にアサインされています。

6. これで設定は完了です。"キーボードとマウス "ウィンドウを閉じます。
以後、ファンクションキーとキーボードショートカットは Reason Essentials で正しく機能します。
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第 2章
共通の操作と概念
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本章について
本章は Reason Essentials アプリケーションの概要と、Propellerhead Reason Essentials ソフトウェアで使用する一般的な手順やテク
ニックに関して説明します。また本章ではプログラム、マニュアルとヘルプファイルで使用される用語についても説明します。

エリア、ウィンドウと基本的なナビゲーション
ソングウィンドウの概要

Reason Essentials ソングウィンドウのメインミキサー、ラック、シーケンサーエリア

Reason Essentials のグラフィックユーザーインターフェースは３つの主なるエリアに分かれています：

･ メインミキサー
メインミキサーは Reason Essentials ソングウィンドウの最上部に位置します。ここにはオーディオとインストゥルメントトラック
のチャンネルストリップが表示されます。

･ ラック
ラックにはソングで使用するすべてのサウンドとエフェクトデバイスが入ります。ラックは本物のハードウェアラックに相似して
おり、サウンドモジュールやエフェクトユニットをマウントできます。

･ シーケンサー
シーケンサーでオーディオやインストゥルメントトラックにレコーディングします。またラックデバイスやメインミキサーのチャ
ンネルストリップのパラメーターオートメーションをレコーディングできます。シーケンサーにはすべてのシーケンサートランス
ポート機能を制御するトランスポートパネルがあります。

これらのエリアは上のとおり同時に表示できるほか、対で、もしくは別々に表示できます -「エリア間のナビゲーション」参照。また
エリアはサイズ変更できます -「サイズ変更」参照。

メインミキサー

ラック

シーケンサー

トランスポートパネル
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メインミキサー

フェーダーセクションを表示したメインミキサー

メインミキサーには Reason Essentials ソングのチャンネルストリップがすべて表示されます。右側のチャンネルストリップナビゲー
ター内の枠をクリック＆ドラッグしてメインミキサーを上下にスクロールできます。これによりすべてのチャンネルストリップパラ
メーターにアクセスできます。チャンネル数が多い場合、上部のミキサーナビゲーター内の枠をクリック＆ドラッグして左右にスク
ロールできます。

[F5] キーを押すか、チャンネルストリップナビゲーターの右上にある「ミキサーエリアを最大表示」ボタンをクリックすると、メイン
ミキサーが Reason Essentials ソングウィンドウ全体を占めるように拡大されます。

メインミキサーの最大表示と分離ボタン

メインミキサーの最大表示ボタンの下には「メインミキサーを分離」ボタンがあります。これをクリックするか、[Ctrl](Win) または
[Cmd](Mac) を押しながら [F5] を押すと、メインミキサーが分離され別のウィンドウに開きます。複数のコンピューターモニターを使
用している場合に特に便利です。

メインミキサーの詳細は「メインミキサー」の章をご参照ください。
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ミキサーナビゲーター

メインミキサーを最大表示ボタン

ミキサーを分離ボタン
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ラック

ふたつのラックコラムから構成されたラックとラックナビゲーター（右側）

ラックには Reason Essentials ソングで使用されているすべてのインストゥルメント、エフェクト、ミキサーチャンネルデバイスが表
示されます。ラックナビゲーター内の枠をクリック＆ドラッグして、ラックを上下左右にスクロールできます。またラックナビゲー
ター内で枠以外をクリックすると、その位置にラックも移動します。さらにラックの木製「サイドパネル」にマウスを当ててクリック
＆ドラッグすると、自由にラック内を移動できます。このようにラック内のすべてのデバイスにアクセスできます。

[F6] キーを押す、またはラックナビゲーターの右上にある「ラックエリアを最大表示」ボタンをクリックすると、ラックが Reason 
Essentials ソングウィンドウ全体を占めるように拡大されます。

ラックの最大表示と分離ボタン

ラックエリア最大表示ボタンの下には「ラックを分離」ボタンがあります。これをクリックするか、[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を
押しながら [F6] を押すと、ラックエリアが分離され別のウィンドウに開きます。複数のコンピューターモニターを使用している場合
に特に便利です。

ラックを分離すると、シーケンサーの下部にあるトランスポートがラックウィンドウにも表示されます。これによりウィンドウを切り
替えなくてもシーケンサーのトランスポート機能を制御できます。

ラックの詳しい操作方法は「ラックの使用」をご参照ください。

ラック　　　
ナビゲーター

ラックエリアを最大表示ボタン

ラックを分離ボタン
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シーケンサー

録音済みのオーディオトラックを表示したシーケンサー

シーケンサーの左側のトラックリストには Reason Essentials ソング内のすべてのトラックがリストされています。トラックリストの
トラックをクリックすると、接続されている MIDI マスターキーボードからの入力がアサインされるか、録音が可能になります。

左上にはエディットモードボタンと様々なシーケンサー編集ツールを備えたツールバーがあります。

シーケンサーの中央がエディット / アレンジペーンです。ここにレコーディングされたすべてのシーケンサーデータが表示されます。

シーケンサー内をスクロール / ズームするにはトラックナビゲーター（右側）とソングナビゲーター（下）を使います（「スクロール」
と「シーケンサーでズーム」参照）。

[F7] キーを押す、またはトラックナビゲーターの右上にある「シーケンサーエリアを最大表示」ボタンをクリックすると、シーケン
サーが Reason Essentials ソングウィンドウ全体を占めるように拡大されます。

シーケンサーの最大表示ボタン

シーケンサーの詳細は「シーケンサー機能」をご参照ください。
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ソングナビゲーター

トラックリスト

エディット /アレンジペーン

ツールバー

ルーラー

シーケンサーエリアを最大表示ボタン
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トランスポートパネル

Reason Essentials ソングウィンドウの一番下にはシーケンサートランスポートパネルがあります。これでシーケンサーのトランスポー
ト機能（巻き戻し、早送り、停止、再生、レコーディングなど）を制御します。またテンポや拍子など他のパラメーターも設定できま
す。

トランスポートパネルはシーケンサーの一部として表示されます。ラックを分離した際は、ラックウィンドウにも同じトランスポート
パネルが表示されます。

トランスポートパネルの左にはオーディオ入出力レベル、DSP 負荷、ディスクオーバーロード、オーディオ計算、デモモード、オート
メーションオーバーライドなどのインジケーターが備わっています。

右上端の小さな三角形のボタンをクリックすると、トランスポートが隠されます。

トランスポートの詳細は「トランスポートパネルの詳細」をご参照ください。

ReGroove ミキサー

シーケンサーのツールバーの右には大きな "G" ボタンがあります。これをクリックすると ReGroove ミキサーが現れます。

ReGroove ミキサーは、シーケンサーのインストゥルメントトラックに高度なグルーヴを加えるため場合に使用します。

ReGroove ミキサーを隠すには再度 "G" ボタンをクリックします。

ReGroove ミキサーの詳細は「ReGroove Mixer」をご参照ください。
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エリア間のナビゲーション
ファンクションキー [F5]、[F6]、[F7] を使えば、素早く簡単に Reason Essentials ウィンドウの３つのエリアを移動できます。

D [F5] キーでメインミキサーの最大表示と、以前のビューを切り替えます。

D [F6] キーでラックエリアの最大表示と、以前のビューを切り替えます。

D [F7] キーでシーケンサーエリアの最大表示と、以前のビューを切り替えます。

! メインミキサーやラックが個別ウィンドウに切り離されているとき、メインミキサーウィンドウを表示するには [F5]、ラックウィ
ンドウを表示するには [F6]、シーケンサーウィンドウを表示するには [F7] を押します。１つのファンクションキーを繰り返し押し
てビュー / ウィンドウを順番に切り替えることはできません。

また [F5]、[F6]、[F7] の組み合わを同時に押すことで、３つのエリアを自由に組み合わせて表示できます。例えば [F5] と [F6] を同時に
押すと、メインミキサーとラックエリアが Reason Essentials ウィンドウ全体を占めるように拡大 / 表示されます。この際シーケンサー
エリアは最小化されます。

３つのファンクションキーをすべて同時に押すか、[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [F7] を押すと、すべてのエリアが同じ
サイズで表示されます。

! 注：３つのキーの同時押しに対応していないコンピューターキーボードもあります。

! メインミキサーやラックが個別ウィンドウに切り離されているときに [F5]、[F6]、[F7] を組み合わせて押すと、それらウィンドウ
は自動的にメインウィンドウに格納されます。

エリアを編集のためなどに選択するには、希望するエリア内をどこかクリックします。選択されているエリアは青色の細線で囲まれま
す。

ナビゲーターの表示 /非表示
" オプション " メニューの " ナビゲーターを表示 " を非選択すると、Reason Essentials ソングドキュメントのウィンドウすべてのナビ
ゲーターが非表示になります。メインミキサーのミキサーナビゲーターとチャンネルストリップナビゲーター、ラックのラックナビ
ゲーター、シーケンサーのトラックナビゲーターとソングナビゲーターが対象となります。

" オプション " メニューの " ナビゲーターを表示 " を再度選択すると Reason Essentials ソングドキュメントのウィンドウにすべてのナ
ビゲーターが表示されます。

複数の Reason Essentials ソングウィンドウの使用
複数の Reason Essentials ソングを同時に開くことができます。各ソングはそれぞれメインミキサー、ラック、シーケンサー、トラン
スポートパネルを含んだ個別の Reason Essentials ウィンドウに表示されます。各ソングウィンドウは標準の Windows/Mac 操作方法
で個別に移動、最小化、サイズ変更できます。
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ツールウィンドウ
ツールウィンドウはのタブから構成されたフローティングウィンドウで、デバイス作成、シーケンサー編集、グルーヴ編集

（ReGroove）、サンプル編集などの操作が行えます。ツールウィンドウは　" ウィンドウ " メニューからアクセスできます。

D ツールウィンドウを開くには "ウィンドウ "メニューから "ツールウィンドウを表示 "を選択するか、[F8] を押します。
[F8] キーはツールウィンドウの表示 / 非表示の切り替えに使用できます。

ツールウィンドウ

･ " デバイスパレット "タブの使用に関する情報は「デバイスの作成」をご参照ください。

･ " シーケンサーツール "タブの使用に関する情報は「ノートとオートメーションの編集」の章をご参照ください。

･ " グルーヴ設定 "タブの使用に関する情報は「ReGroove Mixer」の章をご参照ください。

･ ” ソングサンプル ”タブの使用に関する情報は「サンプリング」の章をご参照ください。
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オンスクリーンピアノキー ウィンドウ
オンスクリーンピアノキーは MIDI マスターキーボードを接続する必要なくインストゥルメントデバイスを演奏するためのバーチャル
キーボードです。オンスクリーンピアノキー ウィンドウは " ウィンドウ " メニューからアクセスできます。

D オンスクリーンピアノキー ウィンドウを開くには"ウィンドウ"メニューの"オンスクリーンピアノキーを表示を選択するか、[F4]を
押します。
[F4] キーはオンスクリーンピアノキー ウィンドウの表示 / 非表示の切り替えに使用できます。

" マウス " モードのオンスクリーンピアノキー ウィンドウ

詳しくは「オンスクリーン ピアノキー」をご参照ください。
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基本的なウィンドウ操作
サイズ変更

Reason Essentials ソングウィンドウのサイズ調整デバイダー

Reason Essentials ソングウィンドウの各エリアはデバイダーで分けられています。中には調整可能なものがあり、エリアのサイズ変更
が行えます。メインミキサーとラック、さらにラックとシーケンサーを分ける水平デバイダーは調整可能です。ラック内ではラックナ
ビゲーターの左側の垂直デバイダーが調整可能です。調整可能なデバイダーの中央には４つ（Windows）または１つ（Mac）の「くぼ
み」が表示されます。

マウスポインターをこのタイプのデバイダーにかざすと、ポインターは２方向矢印シンボルに変わります。このタイプのデバイダーを
クリック＆ドラッグして、隣接するエリアをサイズ変更します。
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スクロール
Reason Essentials の各エリアでは、いくつかのスクロールオプションが使えます。

ナビゲーターでスクロール

Reason Essentials ソングウィンドウのナビゲーター

画面で表示可能なエリアの外に情報がある場合、その位置にスクロールする必要があります。Reason Essentials ソングウィンドウには
スクロールに使用できるナビゲーターがいくつか備わっています。ナビゲーターはデフォルトでメインミキサー、ラック、そしてシー
ケンサーにあります。

メインミキサーとシーケンサーにはそれぞれ横と縦方向のナビゲーターがあります。

ラックにはナビゲーターは１つしかありませんが、縦横両方向にスクロールできます（複数のラックコラムを使用の場合）。ラックナ
ビゲーター左側のデバイダーを移動して、ラックナビゲーターのサイズを変更できます。ラックナビゲーターをサイズ変更すると、ナ
ビゲーター内に表示されたラックデバイスもサイズ変更されます。

D ナビゲーターでスクロールするには、ナビゲーターの枠内をクリックし、枠を希望する位置にドラッグします。
ポインターを枠内に置くと自動的にハンドツールに変わります。

D また、ナビゲーター内で希望する位置をクリックすると、その位置に瞬時に移動します。

･ シーケンサーで高い倍率でズームインした場合、[Shift] を押しながらソングナビゲーターの枠をドラッグすれば、より高い精度で
スクロールできます。
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ハンドツールでスクロール

ラックをハンドツールでスクロール

ラックとシーケンサーではハンドツールで表示位置をスクロールできます。

1. ラックでは、ポインターをラックコラムの木製サイドパネルにかざします。
ポインターは自動的にハンドツールに変わります。

2. ラックを縦 /横にドラッグしてラックをスクロールします（上図参照）。
１ラックコラムしか使用していない場合は縦方向のみにスクロール可能です。

シーケンサーではハンドツールをシーケンサーツールバーで選択する必要があります。ハンドツールを選択したら、エディット / アレ
ンジペーンを上下左右にスクロールできます。詳しくは「ハンドツール」をご参照ください。

シーケンサーでズーム
シーケンサーエリアではトラックナビゲーターとソングナビゲーターを使ってズームイン / アウトできます。またシーケンサーツール
バーの虫眼鏡ツールでもズームできます（「虫眼鏡ツール」参照）。さらにオーディオクリップ内のオーディオレコーディングのズーム
レベルを設定することができます。

q「ホイールマウスでスクロールとズーム」もご参照ください。

シーケンサーで縦にズーム
D シーケンサーのアレンジモードにて縦にズームインしてトラックの高さを変えるには、トラックナビゲーターの下の「＋」ボタン
をクリックします：

トラックナビゲーターの下の「＋」ボタンをクリックしてトラックの高さを変える

D 縦にズームアウトするには、「ー」ボタンをクリックします。

･ シーケンサーのエディットモードでは個別の縦方向ズームコントロールが使用できます。
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波形ズームモード

D すべてのオーディオクリップ内のオーディオレコーディングの波形ズームは、3つのズームモードから選択します。
波形ズームモード小は Clip Safe 機能（「Propellerhead Balance の Clip Safe 機能を使った録音」参照）を使って録音してダイナミッ
クレンジが広い場合に便利です。

! ズームモードは波形表示のみに影響し、実際のオーディオレベルは変更されません。

シーケンサーで横にズーム
ソングナビゲーターを使ってシーケンサーを横方向にズームイン・アウトできます。

D 横方向にズームインするにはソングナビゲーターの左の「＋」ボタンをクリックします。

D 横方向にズームアウトするにはソングナビゲーターの左の「ー」ボタンをクリックします。

D 横方向にズームイン / アウトするにはソングナビゲーターハンドルを左右にクリック＆ドラッグします。
ポインターは２方向矢印シンボルに変わり、ソングナビゲーターの枠をサイズ変更することによりズームできます。

D [Shift] を押しながらソングナビゲーターハンドルを左右にクリック＆ドラッグすると左右対称にズームイン /アウトします。

D ソングナビゲーターの枠内を右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）すると、スクロール（左右にドラッグ）とズーム
（上下にドラッグ）を同時に行えます。

ホイールマウスでスクロールとズーム
スクロールホイール付きのマウスをご使用であれば、次のスクロールとズーム操作を行えます：

ホイールマウスでメインミキサーをスクロール
D スクロールホイールを回すとメインミキサーを縦方向にスクロールします。

D [Shift] を押しながらスクロールホイールを回すとメインミキサーを横方向にスクロールします。

ホイールマウスでラックをスクロール
D スクロールホイールを回すとラックを縦方向にスクロールします。

D [Shift] を押しながらスクロールホイールを回すとラックを横方向にスクロールします。
横方向へのスクロールはラックコラムが２つ以上使用されているときに限ります。

ホイールマウスでシーケンサーをスクロール
D スクロールホイールを回すとエディット / アレンジメントペーンを縦方向にスクロールします。

D [Shift] を押しながらスクロールホイールを回すとエディット /アレンジメントペーンを横方向にスクロールします。

! 注：ソングナビゲーターのフレームが最大幅に拡大されている時は、横方向のスクロールはできません。

ホイールマウスでシーケンサーをズーム
D [Ctrl](Win)または[Cmd](Mac)を押しながらスクロールホイールを回すとエディット/アレンジメントペーンを縦方向にズームイン/
アウトします。

D [Ctrl]+[Shift](Win)または[Cmd]+[Shift](Mac)を押しながらスクロールホイールを回すとエディット/アレンジメントペーンを横方向
にズームします。
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パラメーターの編集
Reason Essentials の大部分は「本物」のハードウェアデバイスのように構成されています（メインミキサー、インストゥルメント、エ
フェクトデバイス等）。また、ほぼすべてのパラメーターはハードウェアのように設計されています - ミキサーフェーダー、エフェク
トデバイスのノブ、トランスポートボタン等。これらパラメーターの調整は下記のように行います。

ノブ
D ノブを「回す」には上下にクリック＆ドラッグします（スライダーと同じ操作）。

上にドラッグするとノブは右に回ります（逆も同様）。

D [Shift] キーを押しながらドラッグするとノブはゆっくり回り、より細かい設定ができます。
" 編集 " メニューから（MacOSX では "Reason Essentials" メニューから）" 環境設定 " を選び、" 一般設定 " ページの " マウス ‐ ノブ
操作時の感度 " で、ノブの精度を調節することができます。

D ノブを初期値にリセットするには [Ctrl]（Win）あるいは [Cmd]（Mac）を押しながらノブをクリックします。 

フェーダーとスライダー
D フェーダー /スライダーを操作するには、ハンドルをクリックしてフェーダー / スライダーの方向にドラッグします。

D フェーダー /スライダーハンドル以外の場所をクリックすると、フェーダー /スライダーはその位置に移動します。

D [Shift] キーを押しながらドラッグするとフェーダー / スライダーはゆっくり動き、より細かい設定ができます。

D フェーダー / スライダーを初期値（通常はゼロ、100、センターパンなど）にリセットするには [Ctrl]（Win）あるいは [Cmd]（Mac）
を押しながらフェーダー /スライダーをクリックします。 
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ボタン

多くの機能やモードはボタンのクリックで操作します。Reason Essentials のボタンの多くは「内蔵」LED を有する自照式ボタンとなっ
ており、ボタンのオン / オフを確認できます。

「折りたたむ /元に戻す」ボタン
折りたたむ / 元に戻すボタンはデバイスの左上に、小さな三角形として現されています。このボタンをクリックするとデバイスパネル
が開き、より多くのコントロールを画面上でアクセス / 編集できます。

RV7000 アドバンストリバーブなど一部のデバイスでは、複数の折りたたむ / 元に戻すボタンがあります。開いたフロントパネルの２
つ目の三角形ボタンをクリックすると Remote Programmer（リモートプログラマー）パネルが開き、さらに多くのパラメーターにア
クセスできます：

RV7000 アドバンストリバーブデバイスの折りたたむ / 元に戻すボタン

折りたたむ / 元に戻すボタ
ンをクリックしてフロント
パネルを開く。

開いたフロントパネルの２つ目
の折りたたむ / 元に戻すボタン
をクリックして Remote 
Programmer を開く。
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マルチモードセレクター
パラメーターには、モードを切り替えるタイプのものがあります。Reason Essentials ではこのようなセレクターは 2 種類あります。

このタイプのマルチモードセレクターはボタンと、使用可能なモードのリストから構成されています：

D ボタンをクリックすると順番にモードが切り替わっていきます。また任意のモード名 /LED を直接クリックしてモードを選択できま
す。
現在選択されているモードは LED の点灯によって示されます。

このタイプのマルチモードセレクターは２ポジション以上のスイッチです：

D スライダーのようにドラッグして切り替えるほか、希望する位置をクリックしてモードを選択できます。

数値コントロール
Reason Essentials では数値は大抵数値ディスプレイに表示されます。多くの場合これらの隣りには「スピンコントロール」（上下矢印
ボタン）が表示されます。オシレーターや LFO 波形など一部のパラメーターの数値はディスプレイに図として表示されます。これら
コントロールで値を変更する方法は二通りあります：

D スピンコントロールの上下ボタンをクリックする。
値を１ステップずつ調整するには上下矢印ボタンをクリックします。値を連続的にスクロールするには矢印ボタンをクリック＆
ホールドします。

D ディスプレイ自体をクリック＆ホールドし、上下にマウスをドラッグする。
この方法では大まかな設定を素早く行えます。

英数字コントロール
Reason Essentials では英数値やデバイスプリセットは「スピンコントロール」付きの英数字ディスプレイに表示されます。英数値 / プ
リセットを変更する方法は二通りあります：

または

または
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D スピンコントロールの上下ボタンをクリックする。
値を１ステップずつ調整するには上下矢印ボタンをクリックします。値を連続的にスクロールするには矢印ボタンをクリック＆
ホールドします。

D 英数字ディスプレイ自体をクリック＆ホールドして開くリストから選択する。
この方法では大まかな設定を素早く行えるほか、リストのプリセットを直接選択できます。

q このタイプのコントロールは、例えばパッチ /リバーブアルゴリズムやオシレーター波形などの選択に使用されます。

数値ディスプレイ
シーケンサーのトランスポートパネルとインスペクターの数値ディスプレイの値はいくつかの方法で変更できます。次の例で説明され
るトランスポートとインスペクターの数値編集の法則は同じです。

トランスポート数値ディスプレイ
トランスポートパネルの数値ディスプレイは次のテンポディスプレイの例のように編集できます。テンポディスプレイは左から順番に
BPM と 1/1000BPM を示します：

トランスポートパネルの他の数値ディスプレイも上記と同じように編集できます。

上下ボタンをクリックするとテンポは 1BPM（左の数値）ずつ変わります。

左側の数値をクリックすると BPM 値が選択されます。次に上下矢印ボタンをク
リック＆ドラッグするか、クリックします（後者は 1BPM ずつ変更）。

またコンピューターキーボードで新しいテンポを入力してから [Enter] を押します。

さらに [+] または [-] を押してから数値を入力して [Enter] を押すと、その数値が現
在のテンポに追加 / 減算されます。

右側の数値をクリックすると 1/1000BPM 値が選択されます。次に上下矢印ボタン
をクリック＆ドラッグするか、クリックします（後者は 1/1000BPM ずつ変更）。

またコンピューターキーボードで新しいテンポを入力してから [Enter] を押します。

さらに [+] または [-] を押してから数値を入力して [Enter] を押すと、その数値が現
在のテンポに追加 / 減算されます。

ディスプレイをダブルクリックし、コンピューターキーボードで新しいテンポを入
力してから [Enter] を押します。
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インスペクター数値ディスプレイ
インスペクターの数値ディスプレイは次の始点ディスプレイの例のように編集できます。始点ディスプレイは左から順番に小節、拍
子、16 分音符、ティックスを示します：

シーケンサーインスペクターの他の数値ディスプレイも上記と同じように編集できます。

ツールティップ
デバイスパネルのパラメーターにマウスをかざして待つとツールティップが現れます。ツールティップはパラメーターの名前と現在値
を表示します。細かい値に設定するときや、他のパラメータと同じ値に設定する際などに便利です。

D 環境設定ダイアログの"一般設定"タブにある"カーソルを重ねた際の名称表示"オプションでツールティップ機能をオフにすることが
できます。

上下ボタンをクリックすると値は 1 小節（左の数値）ずつ
変わります。

ディスプレイの小節、拍子、16 分音符、またはティックス
の表示をクリックして選択します。次に上下ボタンで選択
した値を１単位ずつ変えます。

ディスプレイの小節、拍子、16 分音符、またはティックス
の表示をクリックして選択します。次に上下にドラッグし
て数値を変更します。

ディスプレイをダブルクリックします。次に数値を入力し
て [Enter] を押します。

ディスプレイの小節、拍子、16 分音符、またはティックス
の表示をクリックして選択します。次に数値を入力して
[Enter] を押します。

さらに [+] または [-] を押してから数値を入力して [Enter] を
押すと、その数値が現在のテンポに追加 / 減算されます。
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コンテクストメニュー
コンテクストメニューは現状況に関連する項目だけを含んだメニューです。コンテクストメニューを使用することで、より素早く、効
率良く操作を行うことができます。 

D コンテクストメニューを表示するには、任意のアイテム、セクション、またはエリアを右クリック（Win）もしくは [Ctrl]- クリック
（Mac）します。。

Mixer 14:2 デバイスパネルのコンテクストメニュー

q Mac で 2ボタンマウスを使用している場合は、[Ctrl]- クリックを右ボタンの動作として設定しておけば、右クリックでコンテクスト
メニューを表示できます。

コンテクストメニューの内容はクリックした場所によって異なります。基本的に次のタイプのコンテクストメニューがあります：

パラメーターコンテクストメニュー
オートメーション可能なコントロール（ミキサーパラメーター、デバイスパラメーター、フェーダー等）をクリックすると、次の項目
を含んだパラメーターコンテクストメニューが表示されます：

･ コントロールのオートメーションデータを編集 / 削除する機能。

･ パラメーターにコンピューターキーボードコマンドやMIDI メッセージを関連付けるための機能。
これにより MIDI デバイスやコンピューターキーボードからパラメーターを制御できるようになります。
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デバイスコンテクストメニュー
ラックのデバイス（パラメーターとディスプレイ部を除く）をクリックすると、次の項目を含んだコンテクストメニューが表示されま
す：

Mixer 14:2 デバイスパネルのコンテクストメニュー

･ カット / コピー /ペースト /削除、デバイスとトラックの複製項目でラックデバイスを再配置 /管理できます。

･ デバイスグループ管理のためのコマンド。

･ 作成メニュー項目でデバイスを作成できます。

･ 選択されたデバイスに接続されているデバイスをすべてリストした "移動 "サブメニュー。
" 移動 " サブメニューのデバイスを選択するとそのデバイスが表示されるようにスクロールします。

･ オートルーティングとルーティング解除機能。
選択されたデバイスを自動的にルーティング（接続）、または接続解除できます。

･ Combinator に取り込む / 外すで選択されたデバイスを Combinator の一部にするか、取り除くか選択できます。

･ パッチ選択項目で、選択されたインストゥルメントデバイスのサウンドをブラウズできます。
この項目はインストゥルメントデバイスのみで使用可能です。

･ デバイスに特化した項目。
パターンデバイスではパターン機能（カット / コピー / ペースト / 削除 / シフト / ランダマイズ等）が使用できます。これらは現在
選択されているパターンに作用します。

パッチデバイスではパッチ管理機能があります。

デバイスによってはデバイスに特化した機能があります。例えばドラムマシンデバイスでは選択されたドラムサウンドのみのパ
ターン編集機能があります。

･ "... のトラックを作成 "と "... のトラックを削除 "は選択されたデバイスのシーケンサートラックを作成するため、またはデバイス
を保持したままトラックのみを削除するときに使用します。

･ "... のトラックへ移動 "でデバイスのシーケンサートラックにスクロールします。

･ " このデバイスに ... をロック " は接続されたコントロールサーフェスを選択されたデバイスにロックします。

･ " トラックカラー "項目でデバイスのシーケンサートラックの色を指定できます（選択されたデバイスがオーディオトラックデバイ
スの場合はメインミキサーのチャンネルストリップにも色が適用されます）。
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メインミキサーチャンネルストリップのコンテクストメニュー
メインミキサーのチャンネルストリップ（パラメーターとディスプレイ部を除く）をクリックすると（パラメーターとディスプレイ以
外）、次の項目を含んだコンテクストメニューが表示されます：

･ カット / コピー /ペースト /削除、デバイスとトラックの複製項目でメインミキサーのチャンネルストリップを再配置 / 管理できま
す。

･ デバイスグループ管理のためのコマンド。

･ 作成メニュー項目でデバイスを作成できます。

･ ” センド FX を作成 ”で、センドエフェクトとして接続、使用するエフェクトデバイスやエフェクト Combi パッチを選択できます。
センドエフェクトは、マスターセクションデバイスの最初の空き Send FX 端子に自動的に接続されます。

･ " チャンネル設定をコピー "で、選択されたチャンネルストリップの設定をまとめてコピーできます。
対象となる設定は ” フィルターと EQ"、" インサート FX"、"FX センド " と " すべて " です。

･ " チャンネル設定をペースト "はチャンネル設定をコピーした後、選択されたチャンネルストリップにペーストする際に使用しま
す。

･ " インサート FXパッチを選択 "でエフェクト Combi パッチをブラウズしてインサート FXセクションにロードできます。

･ ” インサート FXを削除 ”は、現在インサート FXとして使用されているデバイスを削除します。

･ " チャンネル設定をすべてリセット "はすべてのチャンネルストリップパラメーターをデフォルト値にリセットします。
またチャンネルストリップからインサート FX デバイスも自動的に削除されます。

･ " リモートベースチャンネルに設定 "で選択されたチャンネルストリップをリモートベースチャンネルとして設定します。
これはコントロールサーフェスから MIDI でチャンネルストリップを制御する場合に便利です。

･ " このデバイスに ... をロック " は接続されたコントロールサーフェスを選択されたチャンネルストリップにロックします。

･ " トラックカラー "項目で関連するシーケンサートラックの色を指定できます（選択されたデバイスがオーディオトラックデバイス
の場合はメインミキサーのチャンネルストリップにも色が適用されます）。

チャンネルストリップのコンテクストメニュー
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ラック空きスペースコンテクストメニュー
ラックの空きスペースをクリックすると、次の項目を含んだコンテクストメニューが表示されます：

･ デバイスとトラックのペースト項目でコピー /カットされたデバイスとトラックをペーストできます。

･ 作成メニュー項目でデバイスを作成できます。

メインミキサー空きスペースコンテクストメニュー
メインミキサーの空きスペースをクリックすると、次の項目を含んだコンテクストメニューが表示されます：

･ 作成メニュー項目でデバイスを作成できます。

･ " センド FX を追加 " でセンドエフェクトとして使用するエフェクトデバイスやエフェクト Combi パッチをブラウズできます。
センドエフェクトは自動的にラックのマスターセクションデバイスの最初の空きセンド FX 端子に接続されます。

シーケンサーコンテクストメニュー
シーケンサーをクリックするとトラック / クリップ / イベントの編集に関係する項目を含んだコンテクストメニューが表示されます。
表示される項目は、セクション / レーン（トラックリスト、ノートレーン等）、またノート / オートメーションイベントなどクリック
する場所に依存します

例えば、シーケンサーコンテクストメニューには小節の挿入 / 削除、トラックの削除、ノート / オートメーションイベントの変更 / 削
除などの機能が含まれます。
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取り消しとやり直し
Reason Essentials の操作はほぼすべて取り消すことができます。これにはラックデバイスの作成 / 削除 / 再配置、パラメーター値の変
更、シーケンサーでのレコーディングと編集などが含まれます。最高で 30 回前の操作まで取り消せます。

D 最後に行った操作を取り消すには"編集"メニューから"取り消し"を選択するか、[Ctrl](Win)または[Cmd](Mac)を押しながら[Z]を押
します。

取り消される操作は " 編集 " メニューの " 取り消し " 項目のとなりに示されます。例えば最後の操作でラックからデバイスを削除し
たなら、" 編集 " メニューには " 取り消し デバイスとトラックを削除 " と表示されます。

D 最後に取り消した操作をやり直す（「取り消しを取り消す」）には、"編集 " メニューから "やり直し " を選択するか、[Ctrl](Win) または
[Cmd](Mac) を押しながら [Y] を押します。
取り消しと同様、やり直す操作が " 編集 " メニューに示されます。

複数回の取り消しとやり直し
複数の取り消しの概念について説明が必要であるかもしれません：Reason Essentials では最高で 30 回前までの操作を取り消せます -
つまり 30 ステップの取り消し履歴を備えているということになります。

例えば次の操作を行ったと仮定します：

1. ミキサーデバイスを作成。
2. シンセデバイスを作成。
3. シンセデバイスのアタックパラメーターを調整。
4. ミキサーでシンセデバイスのパンを変更。
5. トランスポートパネルで再生テンポを調整。
以上５つの操作の後、取り消し履歴は次のようになります：

取り消しを選択すると最後の操作（テンポ変更）が取り消され、" やり直し " リストに移動されます：

再度取り消しを選択するとリストの次の操作（パンの調整）が取り消されます：

|取り消し
5. テンポを変更

4. Pan を変更

3. アタックを変更

2. シンセデバイスを作成

1. ミキサーデバイスを作成

|取り消し |やり直し
4. Pan を変更

3. アタックを変更

2. シンセデバイスを作成

1. ミキサーデバイスを作成 5. テンポを変更

|取り消し |やり直し
3. アタックを変更

2. シンセデバイスを作成 4. Pan を変更

1. ミキサーデバイスを作成 5. テンポを変更
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ここでやり直しを選択すると、最後に取り消された操作がやり直されます。この場合、パンの調整が再度適用されます（さらに取り消
し履歴に追加されます）：

この時点ではテンポ変更をやり直すこともできます。しかし他の操作（例：シンセデバイスのレベルをミキサーで変更）を行った場
合、その操作が取り消し履歴の一番上に追加され、やり直しリストはリセットされます。

テンポ変更をやり直すことはできなくなります！

|取り消し |やり直し
4. Pan を変更

3. アタックを変更

2. シンセデバイスを作成 4. Pan を変更

1. ミキサーデバイスを作成 5. テンポを変更

|取り消し |やり直し
5. レベルの変更

4. Pan を変更

3. アタックを変更

2. シンセデバイスを作成

1. ミキサーデバイスを作成 ( なし )



第 3章
オンスクリーン ピアノキー



オンスクリーン ピアノキー50

本章について
本章はオンスクリーン ピアノキーウィンドウの機能を説明します。

オンスクリーン ピアノキーウィンドウはマウスまたはコンピューターキーボードを使ったインストゥルメントデバイスの演奏を可能
にします。これにより MIDI マスターキーボードが接続されてなくてもノートやコードを入力を簡単に入力できます。

オンスクリーン ピアノキーの使用
ピアノキーウィンドウを開く
D ウィンドウを開くには "ウィンドウ "メニューから "オンスクリーン ピアノキーを表示 "を選択するか、[F4] を押します。

ツールウィンドウと同じく、オンスクリーン ピアノキーウィンドウは通常他のウィンドウの上に表示されます。

･ ふたつの入力モードから選択できます："マウス "または "コンピューターキー "。
マウスモードではマウスで、コンピューターキーモードではコンピューターのキーボードでノートを入力できます。これらふたつ
のモードの説明は下に個別に記されています。

ウィンドウ中央のボタンでモードを切り替えます。

モードボタン

･ モードに関係なく、オンスクリーン ピアノキーウィンドウは常にマスターキーボード入力に従います。
つまりピアノキーは、レコーディングが有効になっているトラックのデバイスをトリガーします。ピアノキー入力は接続された
キーボード / コントロールサーフェス入力とマージされるので、両方を同時に使用できます。

･ 使用可能なノートレンジは 10 オクターブです（C-2 から E8）。

･ オンスクリーン ピアノキーウィンドウがマウスモードの場合は、標準的な操作（ウィンドウ枠をクリック＆ドラッグ）でサイズ変
更できます。
これにより、希望するノートレンジを表示できるため、特にマウスモードで便利です。
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キーボードナビゲーター
これは両モードで使用でき、全キーレンジを表示します。緑色のエリアはオンスクリーン ピアノキーウィンドウで使えるキーレンジ
を示します。

サウンドを発音するキーは、キーボードナビゲーターのキーボードの上部にグレーの線として示されます。これは限定されたキーレン
ジや特定のキーのみから発音するパッチ（例えば、REX ファイルやサンプラーパッチ）を演奏する際に便利です。

オクターブレンジの設定

オクターブレンジはいくつかの方法で設定できます：

D キーボードナビゲーター両端の矢印ボタンをクリックします。
クリックするたびに上 / 下に１オクターブ移動します。

D キーボードナビゲーターの緑色のキーレンジエリアをクリック＆ドラッグします。

左端のキー（デフォルトでは [A]）の現在のオクターブ番号が下に示されます。

マウスモード

マウスモードが選択さているとピアノキーウィンドウには標準的なピアノキーボードが表示されます。

D ノートを入力するにはマウスでキーボードをクリックします。
上記のとおり、レコーディングが有効なトラックのデバイスを演奏できます。

キーボードナビゲーター

現在選択されているインストゥルメントで
使用可能なノート
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D キーはベロシティーセンシティブです。キーの上に行くほどベロシティーは下がります。
ベロシティーレンジは 40 から 127 です。

最低と最高ノートベロシティー

D キーボードのオクターブレンジはキーボードナビゲーターの両端にある矢印ボタンで設定できます。
各 C キーにはオクターブ番号が表示されます。また緑色のキーレンジエリアをドラッグできます。この際オクターブ単位でスナッ
プします。

D マウスモードではキーボードは縦横両方にサイズ変更できます。
ウィンドウを横方向にサイズ変更するとキーレンジが伸縮します。縦方向のサイズ変更では、キーボードのキーサイズと、キーレ
ンジ両方を変えられます。

サステインの追加
[Shift] を押しながらノートを入力すると、サステインペダルを使ったときのようにノートはサステインされます。

リピートとホールド機能

D " リピート "機能は最初にクリックされたノートを４分音符の長さ（現在のテンポで）で繰り返しトリガーします。
この機能はシンセパラメーターの調整や、パッチのブラウズなどに便利です。チェックボックスをクリックしてオン / オフします。

D " ホールド "機能が有効な間、クリックしたキーは押さえられた状態を保持します。
チェックボックスをクリックしてオン / オフします。

コンピューターキーモード

コンピューターキーモードが選択されているとオンスクリーン ピアノキーウィンドウにはコンピューターキーボードの一部が図とし
て表示されます。このモードでウィンドウはサイズ変更できません。

ベロシティー 
＝ 40

ベロシティー
＝ 127
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D コンピューターキーモードではコンピューターキーボードを使ってノートやコードを演奏できます。
コンピューターキーのキーボードレンジは 18 ノート（C から F）に固定されていますが、オクターブレンジをシフトすることでナ
ビゲーターに表示された 10 オクターブすべてにアクセスできます。またマウスでキーをクリックしてノートをトリガーできます。
上列の数値キーはノートではなく、ベロシティーを設定するために使用します（「ベロシティー」参照）。 

D コンピューターキーのデフォルトレイアウトはピアノキーボードの白黒鍵のレイアウトを反映しています。
最初（左端）のキーは C で、次のオクターブの F までレイアウトされています。デフォルトでは [A] キーは最初の C ノートを、[W]
キーは C# といった具合にピアノに見立てて配置されています。希望するのであれば環境設定の " キーボード " タブでノートのキー
アサインをカスタマイズできます（「環境設定 - キーボード」参照）。 

オクターブレンジ
D コンピューターキーボードの [Z] または [X] を押して１オクターブ下または上にシフトします。

オンスクリーン ピアノキーウィンドウには同じ機能を持つ "Z" と "X" ボタンがあります。

オクターブレンジを変える他の方法は「オクターブレンジの設定」をご参照ください。

リピートとホールド機能
「リピートとホールド機能」をご参照ください。

サステインの追加
D [Shift] を押しながらノートを入力すると、サステインペダルを使ったときのようにノートはサステインされます。

またオンスクリーン ピアノキーウィンドウには同じ機能を持つサステインボタンがあります。

ベロシティー

コンピューターキーモードで入力したノートのベロシティー値は上列の数値キーで設定します。現在有効な値は " ベロシティー "
フィールドに表示されます。数値キーは次のベロシティー値にそれぞれ相当します。

|数値キー |ベロシティー値
1 1

2 14

3 28

4 42

5 56

6 70

7 84

8 98 ( デフォルト )

9 112

0 127
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ベロシティーバリエーション

この機能は入力したベロシティー値をランダムに変更します。４モードあります：なし（デフォルト）、少、中、大。ベロシティー値
のバリエーションは以下のとおりです。

|項目 |バリエーション
なし ( デフォルト ) 0

少 +/- 5%

中 +/- 10%

大 +/- 25%



第 4章
オーディオの基本
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本章について
本章では Reason Essentials がどのようにオーディオを扱うか、またオーディオのルーティングについての情報が記載されています。
技術的な部分もありますが、Reason Essentials を最大限活用するためにも一読されることをお勧めします。

Reason Essentials とオーディオハードウェアとのコミュニケー
ション
Reason Essentials は０と１の組み合わせであるデジタルオーディオ信号を受信、生成、再生します。音を録音するにはオーディオをま
ずアナログからデジタル信号へ、スピーカーやヘッドフォンなどから再生するにはデジタルからアナログ信号へ変換する必要がありま
す。

この変換は通常コンピューターにインストールされたオーディオカードや、USB や FireWire で接続された外部オーディオインター
フェースで行われます。最も良いパフォーマンスを得るためには Windows システムでは ASIO ドライバー使用のオーディオカードを
ご使用ください。Mac OS X システムでは Core Audio を使用します。

Propellerhead オーディオインターフェースを使う場合、必要なドライバーはすべて Reason Essentials DVD から Reason Essentials の
インストールを行う際に自動的にインストールされます。

デジタルオーディオをコンピューターのオーディオハードウェアから送受信する際、Reason Essentials は環境設定ダイアログで選択し
たドライバーを使用します。この接続は Reason Essentials 画面上のラックの "Hardware Interface"（ハードウェアインターフェース、
またはハードウェアデバイス）で表されています：

Hardware Interface は常にラックの最上部にあります

! ReWire を利用している場合、Reason Essentials は ReWire マスターソフトウェア（DAWソフトウェアなど）にオーディオを出力
します。そしてオーディオ信号はここからオーディオハードウェアに出力されます。詳しくは「ReWire」をご参照ください。

Reason Essentials の Hardware Interface にはインジケーターとレベルメータを備えた 64 のオーディオ入力と出力「端子」が用意され
ています。また、サンプラーデバイスでオーディオをサンプルするためのサンプリング入力が２つあります。メインパネルには 16 入
力と 16 出力端子があり、「More Audio」ボタンを押すとさらに 48+48 端子が表示されます。これらインジケーターはそれぞれハード
ウェアオーディオインターフェース（ReWire 使用の場合は他のアプリケーションへの ReWire チャンネル）の入出力を表します。

使用できる入出力チャンネル数はオーディオハードウェアの入出力数に依存します。例えば 2 入力と 2 出力を備えた Propellerhead 
Balance オーディオインターフェースを使用している場合は、入出力ともに最初の 2 チャンネルのみ使用することができます。
Hardware Interface（ハードウェアインターフェース）では、使用可能な入出力のインジケーターが緑色に点灯します。ご使用のオー
ディオハードウェアの入出力の有効化は環境設定のオーディオページで行います（「有効な入力と出力チャンネル」参照）。

現在接続されている入出力は緑色のインジケーター、使用可能だが未接続の入出力は黄色のインジケーター、使用できない入出力への
接続は赤いインジケーターでそれぞれ示されます。

この例では入力１と２は使用可能ですがラックでは未接続、出力１と２は使用可能で接続済み、出力３は使用不可ですが Hardware Interface の背面で接
続されています

! シーケンサーでオーディオを録音するためにHardware Interface の背面の Audio In 端子にケーブルを接続する必要はありません。
録音のためのルーティングは「バックグラウンド」で行われるため、オーディオ入力ポップアップリストでオーディオインター
フェース入力を選択するだけで実行されます（「オーディオ入力の選択とモノ / ステレオの指定」をご参照ください）。
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手動のオーディオルーティング
通常メインミキサーの Master Section（マスターセクション）ミキサーまたは MClass マスタリングスイート Combinator デバイスを
Hardware Interface の出力１と２に接続しておくのが良いでしょう。この接続は新しいソングドキュメントを作成する際に自動的に行
われます。ただし場合によってはオーディオハードウェアの他の出力へのオーディオの手動ルーティングが必要なこともあるでしょ
う。

ラックデバイスのサウンドを特定の出力に送るには、デバイスの出力を Hardware Interface の端子にルーティングします。ルーティン
グはラック背面でパッチケーブルを用いて行います（「マニュアルルーティング」参照）。[Tab] を押してラックを裏返すと、Hardware 
Interface（ハードウェアインターフェース）はこのように表示されます：

Hardware Interface の背面では入力１と２は使用可能で未接続、出力１と２は使用可能で接続済み、出力３は接続されていますが使用不可です

! シーケンサーでオーディオを録音するためにHardware Interface（ハードウェアインターフェース）の背面のAudio In 端子にケー
ブルを接続する必要はありません。録音のためのルーティングは「バックグラウンド」で行われるため、オーディオ入力ポップ
アップリストでオーディオインターフェース入力を選択するだけで実行されます（「オーディオ入力の選択とモノ /ステレオの指
定」をご参照ください）。

オーディオクオリティ
一般的にコンピューター録音システムのオーディオクオリティは、以下の 2 つの要素に左右されます： 

･ オーディオを計算するソフトウェアのクオリティ 
この場合では Reason Essentials DSP（Digital Signal Processing）コードを指します。

･ サウンドを録音再生するハードウェアのクオリティ

ソフトウェア

･ Reason Essentials は内部処理をすべて 32 ビット浮動小数点演算で行い、メインミキサーのマスターセクションのミックスバスで
は 64ビットサミングを用いています。
これにより信号チェーンの各部において最高のオーディオクオリティを実現します。

･ Reason Essentials は入出力両方で 16, 20, 24 ビットの解像度に対応しています。

･ Reason Essentials は、ご使用のオーディオインターフェースが対応している限り、44.1kHz から 192kHz の間の全ての標準サンプ
リングレートに対応しています。
Reason Essentials はより低いサンプリングレートにも対応していますが、オーディオクオリティへの考慮から使用しないことを推
奨します。

･ Reason Essentials には「エイリアシング」、ノイズ、不必要なディストーション、「ジッパーノイズ」などを軽減するためのデジタ
ルオーディオ技術がいくつも使用されています。

オーディオハードウェア
オーディオハードウェアの実質的なクオリティは、周波数帯域、周波数特性カーブ、解像度（ビット数）、S/N 比、各種状況における
ディストーションなど、いくつもの要素に左右されます。さらに他の電子回路からの干渉を受けやすいオーディオ回路もあります。こ
のような干渉は結果として信号にハムや高域ノイズを追加する場合があります。

サウンドにシビアであるなら、十分に考慮を重ねて、例えば Propellerhead Balance オーディオインターフェースなどのオーディオ
ハードウェアをご選択ください！
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オーディオ設定
サンプルレートとビットレゾリューションとはデジタルシグナルが持つ特性のことで、サウンドの音質を決定するものです。一般的に
高いサンプルレートと高いビットレゾリューションでは、より高い音質を得ることができます（その分オーディオファイルのサイズは
大きくなり、コンピューターとオーディオハードウェアへの負担も大きくなります）。下の表にはよく使用されるサンプルレートと
ビットレゾリューションの組み合わせが記載されています： 

様々な状況に対応するため、Reason Essentials では複数のサンプルレートとビットレゾリューションが使用できます。

録音と再生のためのサンプルレート設定

Reason Essentials は内部処理をすべて 32 ビット浮動小数点演算で行い、メインミキサーのマスターセクションのミックスバスでは 64
ビットサミングを用いています。ただしオーディオの入出力の解像度はハードウェアインターフェースが決定します。つまり
Propellerhead Balance オーディオインターフェースのような 24 ビット対応のオーディオカードを使用すれば Reason Essentials は 24
ビットで、20 ビットのオーディオカードでは 20 ビットでオーディオを録音再生します。

録音と再生で使用するサンプルレートは環境設定ダイアログのオーディオタブで設定できます（Windows では " 編集 " メニュー、Mac
では Reason Essentials メニューからアクセスします）。

D ポップアップメニューからサンプルレートを選択します。
ポップアップメニューにはオーディオハードウェアで使用可能なサンプルレートが表示されます。

! Reason Essentials はひとつのソングの中でも複数のサンプルレートに対応しています！

Reason Essentials は異なる標準サンプルレートのオーディオをインポート（または録音）できます。レコーディングの元のサンプ
ルレートが現在のオーディオカードで設定されているレートと異なる場合、Reason Essentials は自動的に高品位なサンプルレート
変換を行います。

最初にリアルタイムサンプルレート変換アルゴリズムが使用されます（オーディオは即時に再生できます）。その間、プログラムは
バックグラウンドで最高品位のサンプルレート変換を行い、計算完了次第それを使用します。プログラムがバックグラウンドで高
品位変換を行っている間、トランスポートパネルの CALC インジケーターが点灯します。

Reason Essentials が高品位変換を行っている間、トランスポートパネルに CALC プログレスインジケーターが表示されます

|サンプルレート： |ビットレゾリューション |コメント
44.1 kHz 16 bit オーディオ CD に使用されている形式です。

44.1 kHz ?
192 kHz

24 bit 業務用スタジオとハイエンド録音機材で使用されている形式です。
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バッファサイズ設定

バッファサイズは環境設定ダイアログのオーディオタブで設定できます（Windows では " 編集 " メニュー、Mac では Reason 
Essentials メニューからアクセスします）：

D バッファサイズはスライダーをドラッグして設定します。

設定する際のポイントはオーディオクオリティ、DSP 負荷とレイテンシーの最適なバランスを見つけることです。サンプルレート設定
とバッファサイズ設定の色々な組み合わせを試して最適なバランスを見つけてください。

プロフェッショナルなオーディオインターフェースと最新のコンピューターの組み合わせでは高サンプルレート（96 kHz）を小さい
バッファサイズ（64-128 サンプル）で問題なく使用できるはずです。安価なオーディオインターフェースではより低いサンプルレー
ト（44.1 kHz）とより大きめのバッファサイズ（256-512 サンプル）が必要になるかもしれません。

Propellerhead Balance インターフェースは、ある程度のコンピューターなら 64 サンプル程度の低いバッファサイズで機能します。

バッファサイズとレイテンシーについてより詳しい情報は「レイテンシーについて」 をご参照ください。

CPU 使用率の上限設定

環境設定の " 一般設定 " ページで CPU 使用率の上限を設定できます。DSP 負荷がこの限度を超えると Reason Essentials は音声の送受
信を停止します。これが起こったらオーディオ設定を変更する必要（「録音と再生のためのサンプルレート設定」と「バッファサイズ
設定」をご参照ください）- またはソングからトラックやデバイスを取り除く必要があるかもしれません。デフォルトでは "CPU 使用
率の上限 " は 80% に設定されています。一般的にこのあたりで音声にノイズや歪みなどの問題が起こり始めます。 

マルチコア オーディオレンダリングについて

Reason Essentials はマルチコア オーディオレンダリングに完全対応しています。ご使用のコンピューターに複数の CPU コア（例えば
デュアルコア、クワッドコアなど）や、複数の CPU がある場合、Reason Essentials はこれらを活用してパフォーマンスを大幅に向上
できます。より高いシステムパフォーマンスにより多くのトラックやデバイスをソング内で使用できます。

コンピューターにマルチコア CPU やマルチ CPU が搭載されている場合、環境設定の " 一般設定 " ページで確認できるとおり、マルチ
コア オーディオレンダリングはデフォルトで有効になっています：
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マスターチューン設定

Reason Essentials はデフォルトで " 中央の A" を多くの楽器で標準的な設定である 440 Hz で再生します。ただし Reason Essentials を他
の楽器とともに使用する際、チューニングの調整が必要な時もあります：

1. " 編集 " メニュー（Win）または "Reason Essentials" メニュー（Mac）から "環境設定 "を選択します。
2. " オーディオ " タブをクリックします。
3. グローバルチューニングを "マスターチューン "スライダー、またはボタンコントロールで調整します。

D マスターチューンは再生中でも調整できます。

! マスターチューン設定はオーディオトラックのチューナー機能を含め、Reason Essentials 内すべてのサウンドソースに影響しま
す。Redrumと Dr. Octo Rex ループプレーヤーのチューニングにも影響します。

オーディオレベルについて
Reason Essentials で録音再生を行う際、トランスポートパネルのオーディオ入力と出力メーター、および Hardware Interface とビッグ
メーターのクリップインジケーターに注意してください。またメインミキサーのマスターセクションのクリップインジケーターにも注
意してください。クリップインジケーターの点灯はオーディオレベルが高すぎるためクリップ（デジタルディストーション）が起こる
ことを意味します。

トランスポートパネルのオーディオ入力とオーディオ出力メーターのクリップインジケーター

メインミキサーのマスターセクションのクリップインジケーター

! Propellerhead Balance オーディオインターフェースをご使用の場合、Reason Essentials のオーディオトラックに録音するときに
ユニークな Clip Safe 機能を使えます。Clip Safe 機能はクリップしてしまった入力信号を修復することができます。詳しくは
「Propellerhead Balance の Clip Safe 機能を使った録音」をご参照ください。

クリップインジケーターは確認しやすいよう
に、 一時的に点灯した状態を保持します。

オーディオ出力レベルが高すぎた場合、マ
スターセクションのクリップインジケー
ターは "Reset" ボタンをクリックするまで消
えません。

オーディオ出力クリップイ
ンジケーター

リセットボタン
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! メインミキサーのマスターセクションのクリップインジケーターはマスターセクションデバイスとHardware Interface（ハード
ウェアインターフェース）の間に何も接続されていない場合のみ作動します！

ビッグメーターと Hardware Interface

! オーディオ入力のクリップを改善するには入力ソースのレベルを調整します。例えば、ハードウェア オーディオインターフェース
や、それに接続されているヘッドアンプなどで。

! 外部オーディオ信号を録音またはサンプリングする際に生じたクリッピングは Reason Essentials アプリケーション内で修正できま
せん。入力信号レベルはオーディオ入力ソースで調整しなければなりません！

! ラックデバイスの内部オーディオをサンプリングする際、Hardware Interface でクリッピングが起こらないように、ソースデバイ
スで出力レベルを調整してください！

D オーディオ出力のクリップを改善するにはHardware Interface に接続されているメインミキサー（または他のデバイス）のマス
ターレベルを、Audio Output クリップインジケーターが点灯しなくなるまで下げます。
またメインミキサーの後にマスターセクションのインサート FX としてに MClass Maximizer を挿入すればクリップを防げます

（「MClass マキシマイザー」をご参照ください）。

D レベルをより効果的に把握するにはHardware Interface のフロントパネルにある "Show Big Meter" ボタンをクリックして、ビッグ
メーターを表示します。次にビッグメーターで表示する入力または出力ペアをチャンネル選択ボタンで選びます。チャンネル選択
ボタンは各入力または出力ペアの下にあります。また、チャンネル選択つまみを回してチャンネルを選べます。
オーディオ出力レベルが高すぎた場合、ビッグメーターのクリップインジケーターは "Reset" ボタンをクリック、または他のチャン
ネルを選択するまで消えません。

! シーケンサーのメトロノームクリックを有効（「クリック とプリカウント」参照）にして再生した際に、トランスポートパネルの
オーディオ出力クリップインジケーターと Reason Essentials Hardware Interface の出力クリップインジケーターが点灯することが
あります。もしこのようなことが起きてもソングが歪んだりする心配はありません。メトロノームが原因かどうかは、クリックを
無効にすれば分かります。

! 注：個別デバイス（エフェクト、ミキサーチャンネル等）のレベルメーターが「赤」でも問題ありません。出力クリップは
Hardware Interface のみで生じます。

この技術的な理由は、Reason Essentials が内部で高解像度の浮動小数点処理を用いているからで、これにより優れた音質と実質無
制限のヘッドルームが確保されています。この浮動小数点オーディオは Hardware Interface でコンピューターのオーディオイン
ターフェースの解像度に変換されますが、オーディオ出力クリップはこの時点で生じます。

ビッグメーターで表示するチャンネル
を選択するボタン

ビッグメーター表示ボタン

クリップインジケーター

リセット
ボタン

ビッグメーターで表示するチャン
ネルを選択するつまみ
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複数の出力を利用している場合
２つ以上の出力を備えているオーディオインターフェースを使用している場合、異なるデバイスを別々の出力へ送ることができます。
トランスポートパネルのオーディオ出力クリップインジケーターが点灯したなら、Reason Essentials Hardware Interface（ハードウェ
アインターフェース）を確認しながら同じセクションを再度再生してください。各出力端子にはレベルメーターが備わっています - 出
力がクリップすると赤いメーターセグメントが点灯します。

Hardware Interface 出力７のインジケーターがクリップを示しています

D 必要であればビッグメーターを表示して、クリップが生じている出力ペアを選択します。クリップしている出力に接続しているデ
バイスの出力レベルを、クリップがなくなるまで下げてください。

ReWire を利用している場合
ReWire プロトコルを使って他のアプリケーションにオーディオを送っている場合、Reason Essentials 内でクリップは生じません。な
ぜなら浮動小数点からの変換は他のオーディオアプリケーションで行われるからです。詳しくは「ReWire」をご参照ください。

出力７でオーディオク
リップ発生
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システム信号パス
デフォルト信号チェーンはシーケンサーのトラックタイプによって異なります。このセクションではオーディオトラックとインストゥ
ルメントトラックのデフォルトオーディオ信号パスについて解説します。

オーディオトラック信号パス
ギターやボーカルなど外部のオーディオソースを録音再生する際、オーディオ信号はソースからハードウェア オーディオインター
フェースを介して Reason Essentials アプリケーションまで送信されます。再生時にはオーディオは Reason Essentials アプリケーショ
ンからハードウェア オーディオインターフェースを介してスピーカーなどに送られます。下図は一般的な状況下で、Reason Essentials
で自動ルーティングされたオーディオ信号パスの概要を表しています：

Reason Essentials のオーディオトラックの信号パス
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インストゥルメントトラック信号パス
ID8 インストゥルメントデバイスのようなインストゥルメントデバイスをレコーディング再生する際、オーディオ信号は１方向にしか
行く必要はありません：インストゥルメントデバイスからハードウェア オーディオインターフェースを介してスピーカーなどへ。下
図は Reason Essentials で自動ルーティングされたインストゥルメントトラックのオーディオ信号パスの概要を表しています：

Reason Essentials のインストゥルメントトラックの信号パス
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オーディオとコンピューターに関する一般情報
レイテンシーについて
パーソナルコンピューターシステムでは音声を入力した瞬間（またはハードウェアに音声を再生するように命令した瞬間）と、実際に
音が聞こえる瞬間まで遅れがあります。この遅れは「レイテンシー」といいますが、ユーザーインプットをリアルタイムで音声に反映
するシステムでは問題となります。

何故レイテンシーが存在するのか？
すべてのオーディオアプリケーションは、オーディオを「固まり」として受信、生成します。これらの固まりはオーディオカードへ送
られ、一時的に保存された後、通常のオーディオ信号に変換されます。固まりの保存場所は「バッファ」と呼ばれます（例えれば、バ
ケツを手にした人々が並び、最終目的地までバケツからバケツへと水を渡すバケツリレーをご想像ください）。

バッファが小さく、数が少ない程、システムはより素早く反応します（低いレイテンシー）。バッファサイズに関する一般的な規則
は：

･ 小さいバッファサイズはレイテンシー（音声がオーディオインターフェース入力からアプリケーションを介してオーディオイン
ターフェース出力に戻るまでの時間）を低くします。
しかし同時に小さいバッファサイズは DSP 負荷を大きくします。バッファサイズが小さすぎると音声が途切れたり、割れたりしま
す。

･ 大きなバッファサイズはDSP 負荷を軽減し、より多くのトラックの再生と、高い音質を可能にします。
しかし大きなバッファサイズではレイテンシーも大きくなります。

高サンプルレートはレイテンシーを小さくしますが、同時にコンピューターとソフトウェアへの負荷も大きくなります。システムが
バッファへのデータ送信に追いつかなくなると再生音にノイズなどの問題が生じます。

さらに都合の悪いことに、オーディオの再生はコンピュータ上の他のアクティビティーと常に競合しています。例えば通常は問題ない
バッファサイズでも、ファイルを同時に開いたり、Reason Essentials 以外のプログラムに切り替えたり、あるいは非常に「重い」ソン
グでは小さすぎることがあります。

許容できる範囲は？
一般的な PC の場合、レイテンシーの値は状況に応じて大きく異なります。これはコンピュータとその OS（オペレーティングシステ
ム）はオーディオだけでなく、多種多様な目的のために設計されているからです。マルチメディアやゲームの場合、100ms のレイテ
ンシーでも問題ないかもしれませんが、音声の録音再生には不適切です。

･ Windows で MMEドライバーを使った PCオーディオカードの場合、レイテンシーは良くても 160ms ほどです。 

･ 同じカードでもDirectX ドライバーの場合、およそ 40ms が期待できます。

･ Windows で ASIO ドライバー対応の低レイテンシー用に設計されたカード、またはMac OS X Core Audio ドライバーでは、通常 2-
3ms の数値が得られます。この値はオーディオアプリケーションに十分適した値です。このため、Reason Essentials には ASIO ま
たは Core Audio ドライバーが必要条件となっています。

Reason Essentials の内蔵シーケンサーはレイテンシーによる影響を受けません！ 
Reason Essentials のシーケンサーがソングを再生している時、ノートとオーディオのタイミングは完璧です！ Reason Essentials のパ
ターンやソングの再生が開始すれば、レイテンシーを考慮する必要はまったくありません。コンピュータはステップ間のオーディオを
完璧なクオーツの精度で測定します。このタイミングは完璧です！ 
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ReWire とレイテンシー

Reason Essentials を ReWire のスレーブとして起動する場合、実際のオーディオの生成とオーディオカードを通じての再生の責任は他
のプログラム、すなわち Rewire マスターの側にあります。つまり、最終的なレイテンシーはマスタープログラムのレイテンシーとな
ります。

! Reason Essentials が ReWire のスレーブとして起動している場合、Reason Essentials の " 環境設定 " ダイアログのオーディオハー
ドウェアやドライバーの設定はすべて無視されます！ハードウェア設定はすべて ReWire マスターのアプリケーションで行いま
す！

! 注：ホストアプリケーションにMIDI で Reason Essentials を同期している場合、”環境設定 ”の ” 外部同期オフセット ”を調整す
る必要があるかもしれません（「同期する際の注意事項」参照）。

ReWire に関する情報は「ReWire」をご参照ください。

レイテンシーの最小化
レイテンシーを可能な限り低くするためには、一般的にいくつかの方法があります：

D ハードウェア オーディオインターフェースのドライバーが最新のものであることをご確認ください。

D「オーディオ設定」の記述通り、サンプルレートとバッファサイズを調整する。

D 必要でないコンピューターのバックグラウンドタスクを削除する。
インストールしたバックグラウンドユティリティー、ネットワークやインターネットのアクティビティーなどが含まれます。

D ソングを最適化する。
出力レイテンシーを上げなければならないほどコンピューターへの負荷が大きいソングには、ソングの最適化がオプションとして
使えます。詳しくは「パフォーマンスの最適化」をご参照ください。

D より優れたオーディオインターフェースを使用する。
出力レイテンシーを上げなければソングを再生できないほど、オーディオカードが処理に追いつかない場合のみの手段です。

D より速いコンピューターを使用する。
出力レイテンシーを上げなければソングを再生できないほど、コンピューターが処理に追いつかない場合のみの手段です。

プロセッサについて
プロセッサのクロックスピードは Reason Essentials で一度に使用できるオーディオトラックとデバイスの数を決定する重要な要素で
す。

Reason Essentials を使用するためにコンピューターを購入する予定であれば、少なくとも Intel の P4 または同等の AMD プロセッサで
2.0 GHz 以上を推奨します。またマルチコアプロセッサならさらに高いパフォーマンスを得られるため、強く推奨します。

RAMについて
もう１つの重要な要素はコンピューターにインストールされた RAM の量です。一般的に多いほど良い結果が得られますが、複数のア
プリケーションを起動している際は特にそうです。Reason Essentials を使用するには最低 1GB の RAM が必要ですが、より高いパ
フォーマンスを得るためにはこれ以上を推奨します。



第 5章
シーケンサー機能
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本章について
本章はメインシーケンサーのレイアウトと基本機能について説明します。レコーディング、クリップやイベントの編集、シーケンサー
でのアレンジについての詳しい情報は「シーケンサーでのレコーディング」、「シーケンサーでのオーディオ編集」、「ノートとオート
メーションの編集」、「シーケンサーでのアレンジ」をご参照ください。

はじめに
シーケンサーはソングをレコーディングする場所です。シーケンサーではオーディオトラックやインストゥルメントトラックの録音
や、パフォーマンスコントローラー、パラメーターオートメーション、パターンオートメーションなどをレコーディングできます。

シーケンサーエリアの概要

アレンジモードとエディットモード
アレンジモードはソングのアレンジ作業を行う「通常のビュー」です。このモードではソング内のトラック内容の概要を把握できま
す。

エディットモードではクリップの内容を編集します。エディットモードではエディットペーンに１トラック（「トラックの概要」参照）
または１レーン（「レーンの概要」参照）の詳しい内容が表示され、個別クリップ内（「クリップの概要」参照）のイベントを編集でき
ます。

q アレンジモードでオーディオやノートクリップをダブルクリックして開くと、シーケンサーは自動的にエディットモードに切り替
わります。パラメーターオートメーションクリップをダブルクリックすると、直接アレンジモードで開きます。

エディット /アレンジメント
ペーン

ツールバー
トラック
リスト

ルーラー

インスペクター（コンテクストに従う）

オーディオクリップ

ノートクリップ

トラック

エディットモードとソング /ブロックビューボタン トラックナビゲーター

トランスポートパネル

ソングナビゲーター

レーン

オートメーション　　
クリップ
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アレンジモード

アレンジモードでは全トラックの全クリップが表示されます。ソングのアレンジメントの概要を把握するため、またクリップごとの編
集（ソングのセクションごとの再配置など）を行う際にこのモードを使用します。

エディットモード

エディットモードではトラックのレコーディングを詳しく表示します。エディットモードではエディットペーンを複数のエディット
レーンに分けられ、異なるイベントタイプ（ノート、ベロシティー、オーディオ、パラメーターオートメーション等）を表示できま
す。このモードはクリップ内容の細かい編集や、ノート、パフォーマンスコントローラーなどの描画に使用します。

ツールバーの概要

シーケンサーのツールバーにはシーケンサー編集ツール各種の他、「スナップ」機能が備わっています。これらツールはアレンジモー
ドとエディットモード両方で使用できます（各モードでは目的が若干異なります）。各ツールの詳細は「ツールバーの詳細」をご参照
ください。
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トラックリストの概要

シーケンサーの左側には全トラックがトラックリストにリストされています。各シーケンサートラックは特定のラックデバイスにそれ
ぞれ関連しています。トラックリストのデバイスアイコンをクリックするとマスターキーボードは自動的に相当するラックデバイスに
ルーティングされ、演奏やレコーディングが可能になります（「マスターキーボード入力のアサイン」参照）。

トラックの概要

ほとんどのラックデバイスを作成する際、専用のシーケンサートラックも自動的に作成されます。各トラックにはオーディオ、ノー
ト、パフォーマンスコントローラー、パターンやパラメーターオートメーションイベントをクリップにレコーディングできるレーンが
一つ以上含まれています。トラックに関する詳細は「トラックの詳細」をご参照ください。

レーンの概要

各トラックは１つ（デフォルト）または複数のレーンから構成されます。レーンにはトラックタイプによって、オーディオレコーディ
ングかノートイベントを内包したクリップを入れることができます。トラックにはさらにパラメーターオートメーションイベントやパ
ターンオートメーション用（パターンデバイスのみ）のオートメーションレーンを作成することも可能です。レーンに関する詳細情報
は「レーンの詳細」をご参照ください。

トラック

レーン
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クリップの概要

ノート、オーディオ、パフォーマンスコントローラー、パターン、パラメーターオートメーションイベントは必ずクリップに内包され
ます。クリップはレコーディングされたデータ用の「入れ物」と考えてください。エディット / アレンジメントペーンのオーディオク
リップは一つまたは二つのオーディオ波形（モノまたはステレオ）を表示した長方形の箱として表されます。ノートイベントはクリッ
プ内に「ピアノロール」形式で表されます。パフォーマンスコントローラーとパラメーターオートメーションイベントは線として、パ
ターンイベントは連続した長方形としてそれぞれクリップ内に表されます。異なるクリップタイプに関する情報は「クリップの基本」
をご参照ください。

インスペクターの概要

インスペクターはコンテクストに従い、現在シーケンサーで選択されているものの属性を表示します（クリップ、ノート、オートメー
ションイベント、オーディオコンプ列、カッツ等）。選択されているアイテムの属性はディスプレイの値を変えることによって編集可
能です。詳しくは「インスペクターについて」をご参照ください。

ルーラーの概要

ルーラーはソングの「タイムライン」で、小節単位で位置を示します。ルーラーのソングポジションマーカーは現在位置（再生位置）
を示します。ルーラーにはさらに左と右ループロケーターとソングエンドマーカーが表示されます。詳しくは「ルーラーの詳細」をご
参照ください。

エディット / アレンジメントペーンの概要

シーケンサーの中央はエディット / アレンジメントペーンです。レコーディングされたイベントはすべてこのペーンの中にクリップと
して存在します。

オーディオクリップ

ノートクリップ

オートメーション　　
クリップ
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トラックナビゲーターの概要

シーケンサーの右端にはトラックナビゲーターがあります。トラックナビゲーターでエディット / アレンジメントペーンを縦にスク
ロールできます。トラックナビゲーターでは選択されているトラック（濃い背景色）や、マスターキーボード入力がアサインされてい
るトラック（デバイスアイコンに赤い枠）を確認できます。詳しくは「スクロール」と「シーケンサーでズーム」をご参照ください。

ソングナビゲーターの概要

エディット / アレンジメントペーンの下にはソングナビゲーターがあります。ソングナビゲーターでエディット / アレンジメントペー
ンを横にスクロールまたはズームできます。ソングナビゲーターではさらにルーラーのループロケーター、ソングポジションマー
カー、ソングエンドマーカーの位置を確認できます。詳しくは「スクロール」と「シーケンサーでズーム」をご参照ください。

トランスポートパネルの概要

トランスポートパネルにはシーケンサー トランスポートコントロール（巻き戻し、早回し、停止、再生、レコーディング）の他、テ
ンポ、拍子、位置、時間とループロケーターの位置のコントロールと他の機能が備わっています。詳しくは「トランスポートパネルの
詳細」をご参照ください。
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トラックの詳細
トラックの定義
シーケンサーのトラックはソングを作るためにオーディオ、ノート、とオートメーションをレコーディングする場所です。トラックは
必ずラックのデバイスに関連しています（トランスポートトラックを除く）。関連しているデバイスのアイコンがシーケンサー左側の
トラックリストに表示されます。トラックリストでは関連するデバイスの名前が表示され、さらにトラックに関するアイコンやボタン
が配置されています。各トラックは様々なタイプのレーン（トラックタイプによる）を含むことができます。トラックリストの右のエ
ディット / アレンジメントペーンには各トラックにそれぞれ専用のエリアがあり、そこにレコーディングされたイベントが配置されま
す。

下図では６つのシーケンサートラックが表示されています。上からトランスポートトラック（必ず存在し、移動 / 削除できません）、
オーディオトラック x ２、ID8 デバイスのインストゥルメントトラック x ２、そしてミックスチャンネルストリップのオートメーショ
ントラックです。

トランスポートトラック
オーディオトラック

インストゥルメントトラック

オートメーショントラック
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メインミキサーとトラックとラックの関係
シーケンサーのトラックは必ずラックのデバイスに関連しています：つまりラックデバイスに関連していないシーケンサートラックは
あり得ません（トランスポートトラックは例外）。ラックのオーディオトラックデバイスとミックスチャンネルデバイスには、メイン
ミキサーにそれぞれ関連するチャンネルストリップがあります。ミキサーチャンネルストリップは、関連するラックデバイス用の「リ
モートコントロール」であると考えてください。トラックタイプによって信号チェーンが異なります。下図は３種類のトラックタイプ
を使った４つのシナリオでのシグナルフローを表しています。

オーディオトラック インストゥルメントトラック

オートメーショントラック（チャンネルストリップ パラメーター） オートメーショントラック（デバイスパラメーター）
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オーディオトラックの関連関係
オーディオトラックは必ずラックのオーディオトラックデバイスとそのオーディオトラック チャンネルストリップ（メインミキサー
内）に関連しています。

上の図のオーディオトラックはラックのオーディオトラックデバイスに関連しています。オーディオトラックデバイスはメインミキサーのオーディオト
ラック チャンネルストリップによって制御されます。オーディオトラックには録音されたオーディオとミキサーオートメーションが入ります
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インストゥルメントトラックの関連関係
インストゥルメントトラックは必ずラックのインストゥルメントデバイスに関連しています。ほとんどの場合、ラックのインストゥル
メントデバイスは、同じくラックのミックスチャンネルに接続されています。ラックのミックスチャンネルデバイスは、メインミキ
サーの相当するチャンネルストリップによって制御されます。ミックスチャンネルデバイスはインサートエフェクトを内包することも
できます。

上の図の ID8 トラックは、ラックの ID8 インストゥルメントデバイスに関連しています。ラックで ID8 インストゥルメントデバイスは ID8 ミックスチャ
ンネルデバイスに接続されており、ミックスチャンネルデバイスはメインミキサーの ID8 ミックスチャンネルストリップによって制御されます。ID8 ト
ラックにはレコーディングした MIDI ノートとパラメーターオートメーションが入ります

注：インストゥルメントを作成した時、接続されるミックスチャンネルデバイスのシーケンサートラックは自動的に作成されません。
ミックスチャンネルのオートメーションをレコーディングするには、まずミックスチャンネルデバイス用のシーケンサートラックを作
成する必要があります（「オートメーション（インストゥルメント以外）トラックの関連関係」参照）。
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オートメーション（インストゥルメント以外）トラックの関連関係
「純粋」なオートメーショントラックは必ず非インストゥルメントデバイス（MIDI ノート情報を受信できないデバイス）に関連してい
ます。そのためオートメーショントラックはパラメーターオートメーションレーンのみで構成されます。非インストゥルメントデバイ
スとはミックスチャンネルデバイスとそのミックスチャンネルストリップ、エフェクトデバイス、ミキサーデバイス、Spider マー
ジャー / スプリッターデバイスなどです。下図はオートメーションされたミックスチャンネルです：

上の図のミックスチャンネルのオートメーショントラックはラックのミックスチャンネルデバイスに関連しています。ミックスチャンネルデバイスはメ
インミキサーのチャンネルストリップによって制御されます

下の図はオートメーションされた MClass イコライザーデバイスでの例です。この例では非インストゥルメントデバイスのオートメー
ションのみで、ミックスチャンネルデバイスとミックスチャンネルストリップは関係ありません。

上の図のイコライザーオートメーショントラックはラックのイコライザーデバイスに関連しています

ミックスチャンネルのオートメーショントラック

ID8 ミックスチャンネルデバイス
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マスターキーボード入力
通常 MIDI マスターキーボードまたはコントロールサーフェスからラックデバイスに MIDI 信号をルーティングするには、シーケン
サーでマスターキーボード入力をアサインします。シーケンサーで選択されたトラックに MIDI がルーティングされると、ノートとコ
ントローラーデータは関連するラックデバイスにも自動的に送られます。

･ MIDI マスターキーボードからインストゥルメントデバイスを演奏（さらにインストゥルメントデバイスパラメーターをMIDI で制
御）するには、マスターキーボード入力をインストゥルメントトラックにアサインする必要があります。
さらなる MIDI キーボードを他のラックデバイスにロックすることで、同時に複数のシーケンサートラックで演奏 / レコーディング
が行えます。「コントローラーをデバイスにロック ...」参照。

･ オーディオトラックでは、MIDI でメインミキサー チャンネルストリップのパラメーターを制御する時のみマスターキーボード入力
をアサインします。

･ 「非インストゥルメント」（パラメーターオートメーションのみ）トラックでは、デバイスのパラメーターをMIDI で制御する時のみ
マスターキーボード入力をアサインします。

上記の標準ルーティング方法以外に、特定のラックデバイスを特定のコントロールサーフェスに固定することも可能です。詳しくは
「コントローラーをデバイスにロック ...」をご参照ください。

! 複数のラックデバイスにそれぞれMIDI キーボードやコントロールサーフェスをロックすることで、同時に複数のシーケンサート
ラックを制御 / レコーディングできます。

マスターキーボード入力のアサイン
D マスターキーボード入力をトラックとその関連デバイスにアサインするには、トラックリストにてデバイスアイコンをクリックし
ます。

マスターキーボード入力をインストゥルメントトラックにアサイン

マスターキーボード入力をオーディオトラックにアサイン

デバイスアイコンにキーボードシンボルと赤い枠が表示され、トラックと関連デバイスにマスターキーボード入力がアサインされ
ていることを示します。これによりトラックとデバイスは MIDI キーボード / コントロールサーフェスからの MIDI データに反応し
ます。デフォルトではマスターキーボード入力をアサインするとトラックも選択されます。選択されたトラックはトラックリスト
で暗いグレーで示されます。

また、環境設定の " キーボード＆コントローラー " ページで " セパレート " を選択すると、マスターキーボード入力アサインとト
ラック選択を独立して行うことが可能になります（「環境設定 - コントローラー」参照）。

･ 複数のトラックへ同時にマスターキーボード入力をアサインすることはできません。ただし、Remote（「コントローラーをデバイ
スにロック ...」参照）を用いてさらなるMIDI キーボードをラックデバイスにロックすれば、これらも同時に演奏 / レコーディング
できます。
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トラック、レーン、クリップ、イベントの関係
トラックはトラックリストの「階層」では一番上のレベルになります。トラックは１つまたは複数のレーンから構成されます。レーン
にはクリップを入れることができ、クリップにはトラックタイプによってオーディオレコーディング、ノートイベント、パフォーマン
スコントローラーイベント、パラメーターオートメーションイベント、パターンイベントが含まれます。

このインストゥルメントトラックはノートイベントを内包したクリップが入った４つのノートレーンから構成されています

･ １つのラックデバイスに複数のシーケンサートラックを作成することはできません。

･ クリップは様々なタイプのイベント（オーディオ、ノート、パフォーマンスコントローラー、パラメーターオートメーション、パ
ターンイベント）を内包する「入れ物」です。

トラックタイプ
以下のトラックタイプがあります：

･ トランスポートトラック

トランスポートトラックは必ずトラックリストの最上部にあり、移動や削除できません。トランスポートは最大で２レーンから構
成されます：拍子のオートメーションレーンとテンポオートメーションレーン。詳しくは「拍子記号のオートメーション」と「テ
ンポオートメーションの編集」をご参照ください。

･ オーディオトラック

オーディオトラックにはモノ / ステレオのオーディオレコーディングを内包したクリップを入れるオーディオレーンを１レーンの
み含みます。ただし各オーディオクリップには複数のレコーディング（「テイク」とも言う）を入れることが可能です。これらのテ
イクはエディットモードにて確認し「コンプ」できます。詳しくは「シーケンサーでのオーディオ編集」をご参照ください。また
オーディオトラックにはパラメーターオートメーションレーン（メインミキサーのオーディオトラック チャンネルストリップ用）
も作成できます。

トラック

レーン

レーン

レーン

レーン

クリップ

クリップ

クリップ

クリップ

ノートイベント
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･ インストゥルメントトラック

Combinator デバイスなどの MIDI ノートを受信できるデバイスを作成すると、自動的にトラックが作成されレコード待機の状態に
なります。インストゥルメントトラックには複数のノートレーンを作成でき、これらにノートとパフォーマンスコントローラーイ
ベントを内包できるノートクリップを置くことができます。複数レーンの使用は、例えばドラムトラックで各ドラムサウンドを個
別のレーンにレコードしたい場合などに最適です。またインストゥルメントトラックにはパラメーターオートメーションレーン

（インストゥルメントパラメーターのオートメーションイベント用）も作成できます。

･ パラメーターオートメーション（「非インストゥルメント」）トラック

MIDI ノートデータを受信しないデバイス（エフェクトやミキサーデバイスとメインミキサーのミキサーチャンネルなど）のトラッ
クはパラメーターオートメーションレーンのみを含みます。これら「非インストゥルメント」デバイスを作成してもトラックは自
動的に作成されません。非インストゥルメントデバイスのパラメーターをオートメーションするにはまずトラックを手動で作成す
る必要があります。レーンの最大数は各デバイスのパラメーターの数に依存します。オートメーション可能な各パラメーターに対
して１レーンのみ作成できます。
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トラックリストの構成部
下の図ではトラックリストの４種類のトラック、上からトランスポートトラック（必ず表示され、移動や削除できません）、オーディ
オトラックデバイスに関連したオーディオトラック、ID8 インストゥルメントデバイスに関連したインストゥルメントトラックと ID8
インストゥルメントデバイスに接続されたミックスチャンネルデバイスに関連したオートメーショントラックが表示されています。

画像のトランスポートトラックには手動で作成した２つのオートメーションレーン（拍子とテンポ）が表示されています。オーディオ
トラックには１つのオーディオレーンがあります。ID8 1 トラックには４つのノートレーンと２つのパラメーターオートメーション
レーンが追加されています。Mix Channel 1 トラックは Mix Channel 1 デバイスに関連しており、３つのパラメーターオートメーショ
ンレーンが追加されています。

トラックタイプによってトラックリストのパラメーター設定は異なります。すべてのトラックタイプで共通のパラメーターは「パラ
メーターオートメーションレコード」ボタンです。このボタンは関連したデバイスのパラメーターオートメーションをレコーディング
する際にオンにします。各トラックパラメーターの詳細は本章に後述されています。

デバイスアイコンと名前

トラックミュートボタン

トラックソロボタン

パラメーターオートメーションレコードボタン

ノートレーン

パラメーターオートメーション
レーン

パラメーターオートメーション
レーン

パラメーターオートメーション
レーン

トランスポート　　
トラック

オーディオトラック

インストゥルメント
トラック

オートメーション
トラック
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トラックの作成

オーディオトラックの作成 
オーディオトラックは次のように作成します：

1. [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [T] を押します。または "作成 " メニューまたはトラックリスト /ラック /メインミキ
サーのコンテクストメニューから "オーディオトラックを作成 "を選択します。

D さらにツールウィンドウの "デバイス " タブの " オーディオトラックを作成 "をクリックして作成できます。

2. シーケンサーにオーディオトラックが作成され、ラックには関連するオーディオトラックデバイスが追加されます。さらにメイン
ミキサーにオーディオトラックデバイスのチャンネルストリップが作成されます。
デフォルトではオーディオトラックはモノです。ステレオに変更するには "Audio Input" のポップアップメニューで " ステレオ入力
" を選択します（「オーディオ入力の選択とモノ / ステレオの指定」参照）。" ステレオ入力 " を選択するとメインミキサーのオー
ディオトラック チャンネルストリップも自動的にステレオチャンネルに変わります。

オーディオトラック

オーディオトラックデバイス
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インストゥルメントトラックの作成 
インストゥルメントトラックを作成するにはインストゥルメントデバイスを作成するだけで大丈夫です。MIDI ノートを受信できるデ
バイスを作成するとトラックも自動的に追加されます：

1. " 作成 " メニューから希望するデバイスタイプを選択します。
またはインストゥルメントパッチを選択して自動的に適したデバイスを作成するには、[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら
[I] を押すか、" 作成 " メニューから " インストゥルメントを作成 " を選択してパッチプラウザを開きます。さらに Windows では
[Insert] を押してパッチブラウザを開けます。パッチブラウザではパッチをインストゥルメントにロードする前に選択と試聴が行え
ます。

D さらにツールウィンドウの "デバイスパレット "タブから希望するインストゥルメントデバイスをドラッグ＆ドロップまたはダブル
クリックできます。また "デバイスパレット "タブの " インストゥルメントを作成 "を選択してパッチブラウザを開きます。

2. インストゥルメントデバイスがラックに作成され、シーケンサーに関連するトラックが自動的に追加されます。
さらにラックに新しいデバイス用のミックスチャンネルデバイスが作成され、そのチャンネルストリップがメインミキサーに追加
されます。すべてのデバイスはお互いに自動接続されます。ミックスチャンネルデバイスはインストゥルメントタイプに適合する
よう入力数を変更します - インストゥルメントがモノの場合、ミックスチャンネルはモノに、インストゥルメントがステレオ出力
の場合はミックスチャンネルもステレオになります。

! 注：ミックスチャンネルデバイス用のオートメーショントラックは作成されません。ミックスチャンネルストリップのパラメー
ターをオートメーションするには手動でトラックを作成する必要があります（「非インストゥルメントデバイスのパラメーターオー
トメーショントラックの作成」参照）。
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非インストゥルメントデバイスのパラメーターオートメーショントラックの作成
エフェクトデバイスやミックスチャンネルデバイスなどの非インストゥルメントデバイスのパラメーターオートメーションをレコー
ディングするには、手動でトラックを作成する必要があります。作成方法は下記の説明か、「パラメーターオートメーションレーンの
作成 / 追加」をご参照ください。

下記のトラック作成方法はインストゥルメントデバイスやオーディオトラックデバイスのトラックを手動で削除した後に、再度トラッ
クを作成する場合にも有効です。次のように行います：

1. ラックでデバイスをクリックして選択します。

ラックエリアでデバイスに枠線が表示され、選択されたことを示します

2. " 編集 " メニューまたはデバイスのコンテクストメニューから "（デバイス名）のトラックを作成 "を選択します。
! 注：デバイスのトラックが既に存在する場合、このメニューアイテムは選択できません - デバイスに複数のトラックを作成するこ
とはできません。

･ 新しいトラックは自動的にデバイスに関連付けられ、デバイスと同じ名前がつきます。

D また [Alt](Win) または [Option](Mac)を押しながらデバイスパネルのパラメーターをクリックしてパラメーターオートメーショント
ラックを作成できます。さらにパラメーターコンテクストメニューから "オートメーションを編集 "を選択することもできます。

q [Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながら非インストゥルメントデバイスを作成すると、自動的にデバイス用のオートメーショ
ントラックも作成されます。

ミックスチャンネルトラックまたはオーディオトラックを作成するためのショートカット
ミックスチャンネルデバイスまたは新しいオーディオトラック（元のトラックを削除した場合）をより素早く作成する方法はメインミ
キサーの相当するミキサーチャンネルストリップから行います：

1. メインミキサーをスクロールして、トラックを作成するチャンネルストリップを表示します。

2. チャンネルストリップ下部の "SEQ"（シーケンサーへ移動）ボタンを [Shift]- クリックします。
選択されているチャンネルストリップ用の新しいトラックがシーケンサーで作成されます。

! 選択したチャンネルストリップにトラックが既に存在する場合、"SEQ" ボタンを [Shift]- クリックするとそのシーケンサートラック
が表示されます - 新しいトラックは作成されません。

RV7000 デバイス

RV7000 デバイス

RV7000 オートメーショントラック
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トラックの選択
D トラックリストにてトラックをクリックして選択します。

選択されたトラックは濃い色で示されます。

q シーケンサーでトラックを選択すると、相当するデバイスが自動的にラックで表示されます。

･ オーディオトラックを選択すると、相当するメインミキサーのチャンネルストリップにエディットフォーカスが設定されます。

･ 他のトラックタイプ（インストゥルメントトラックなど）を選択すると、そのデバイスグループのミックスチャンネルにエディッ
トフォーカスが設定されます。
デバイスグループの詳細は「デバイスグループについて」をご参照ください。

D トラックリストで次 / 前のトラックは、コンピューターキーボードの上下矢印ボタンで選択できます。

! デフォルトではトラックを選択すると、マスターキーボード入力がそのトラックに自動的に設定されます。トラック選択とマス
ターキーボード入力設定を別々に行うには環境設定（"キーボード＆コントローラー "ページ）で "セパレート "モードを選択しま
す。"セパレート "モードではトラックを選択しても、マスターキーボード入力アサインは自動的に変わりません。この際マスター
キーボード入力を変えるには、トラックリストで希望するトラックのデバイスアイコンをクリックします。

D [Shift] や [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を使った標準的な選択方法で複数のトラックを選択できます。
これにより複数のトラックを同時に操作できます（例：移動や削除など）。

トラックの移動
D トラックリストでトラックの位置を変えるには、トラックハンドル（トラック最右端）をクリックし、上下にドラッグします。

赤い太線が表示され、マウスを離した際にトラックが移動される位置を示します。トラックとともにトラックの全レーンとクリッ
プも移動されます。

同じように複数の選択トラックを同時に移動できます。[Shift]- 選択、または [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押して複数のトラッ
クを選択します。
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デバイスやチャンネルストリップをトラック順にソートについて
シーケンサーのトラックリストでのトラックの順番と、ラックでのデバイスの順番、さらにメインミキサーでのチャンネルストリップ
の順番はすべて完全に独立しています。ただしトラックリストのトラック順にデバイスとチャンネルストリップを並び替えることは可
能です：

1. 並び替えたいデバイスとチャンネルストリップのトラックをトラックリストにて選択します。
2. " 編集 " メニューまたはトラックのコンテクストメニューから "選択されたデバイスグループをソート "を選択します。

関連したデバイスとチャンネルストリップはラックとメインミキサーで、トラックリストで選択されたトラックの順番に並び替え
られます。

! 注：この操作では選択されているトラックのデバイスとチャンネルストリップのみが並び替えられます。他のデバイスとチャンネ
ルストリップは変更されません。

トラックの削除
一般的なシナリオではトラックは関連トラックと同時に削除します。ですが、ラックのデバイスを残したまま、トラックのみを削除す
ることもできます。

トラックを関連デバイスと一緒に削除
D １つ以上のトラックと関連したラックデバイスを同時に削除するには、トラックを選択してから "編集 " メニューまたはトラックの
コンテクストメニューから "トラックとデバイスを削除 "を選択するか、[Delete] または [Backspace] を押します。
トラックとデバイスの削除を確認する警告が現れます。

! ソースデバイスまたはミックスチャンネルのトラックを削除する際、"オプション "メニューの "デバイスとトラックを自動的にグ
ループ "が有効だと、デバイスグループ全体を削除するか確認します。[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら削除すると、
警告なしにデバイスグループ全体が削除されます。

デバイスグループの詳細は「デバイスグループについて」をご参照ください。

トラックのみの削除
D １つまたは複数のトラックを削除するには、選択してから"編集"メニューまたはトラックのコンテクストメニューから"トラックを
削除 "を選択します。
トラックは警告なしに削除されますが、取り消し操作で復旧できます（「取り消しとやり直し」参照）。

! オーディオトラックを削除すると、トラックのレコーディングもすべて削除されます！

デバイス用のトラックを削除した後、そのデバイス用に新しいトラックを作成するには、「非インストゥルメントデバイスのパラメー
ターオートメーショントラックの作成」または「ミックスチャンネルトラックまたはオーディオトラックを作成するためのショート
カット」の手順をご参照ください。

トラックとデバイスの複製 /コピー
１つのデバイスに複数のトラックを作成することはできません。そのためトラックのみのコピーや複製はできません。これらの操作は
トラック（トラック上のクリップを含む）だけでなく、関連するデバイス（すべての設定を含む）も複製 / コピーします。複製 / コ
ピーされたデバイスは、名前に "Copy" が追加される以外、元のデバイスと同一になります。

トラック（全レーンとレコーディングされたクリップを含む）と関連デバイスのコピーを作成するには次の方法があります：

! 次の操作を行う際に "オプション "メニューの "デバイスとトラックを自動的にグループ "が有効だと、トラックに関連したデバイ
スグループ全体がコピー /複製されます。

デバイスグループの詳細は「デバイスグループについて」をご参照ください。

D [Ctrl](Win) または [Option](Mac) を押しながらトラックハンドルをクリックして、選択されたトラックを新しいラック位置にドラッ
グします。
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D " 編集 " メニューまたはトラックのコンテクストメニューから "デバイスとトラックを複製 "を選択します。
コンテクストメニューを開くにはトラックリストのトラックを右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）します。複製ト
ラックは元のトラックの下に追加されます。

D " 編集 " メニューまたはトラックのコンテクストメニューから "デバイスとトラックをコピー "を選択します。
コピーされたトラックとデバイスは " 編集 " メニューまたはトラックのコンテクストメニューの " ペースト " 操作でラックに挿入で
きます。挿入位置は選択されているトラックの下です。

! " オプション " メニューの "デバイスとトラックを自動的にグループ "が無効の場合、複製 /コピーされたデバイスのオーディオは
自動的にルーティングされません。複製されたデバイスの出力を聞くには、デバイスを選択し、"編集 "メニューまたはコンテクス
トメニューから "デバイスを自動的にルーティング "を選択します。また、別方法としてラックの背面を表示しオーディオ出力を
空き（または新規）ミックスチャンネルデバイスに接続します。ノートの重複を避けるには、元のトラックをミュートします。

D 選択されたオーディオトラックを、すべてのレコーディングとミキサーチャンネルストリップのパラメーター設定（インサート FX
を含む）を含め、複製するにはトランスポートパネルの "New Alt" または "New Dub" ボタンをクリックします（「"Alt"（別テイク）
機能でオーディオトラックを複製」と「"Dub"（オーバーダブ）機能でオーディオをオーバーダブ」参照）。

q [Shift]を押しながら"編集"メニューまたはコンテクストメニューから"ペースト"を選択すると、コピーされたデバイスは空きミキ
サーチャンネルに自動的にルーティングされます。必要であれば追加のミックスチャンネルも自動的に作成されます。

トラックカラー
シーケンサーのトラックには次のように色をアサインできます：

D 選択されているトラックに色をアサインするには"編集"メニューまたはトラックのコンテクストメニューから"トラックカラー"を
選択し、パレットから色を選択します。
トラックカラーはトラックリストのトラックの背景色として表示されます。また関連したラックのオーディオトラックデバイスま
たはミックスチャンネルデバイスとそのメインミキサー チャンネルストリップにも同じ色がアサインされます。選択したトラック
カラーはその後レコーディングまたは描画した新しいクリップにも反映されます。トラックカラーの変更前に作成されたクリップ
の色は変わりません。既存クリップの色の変更方法は「クリップに色を付ける」をご参照ください。

D 新規トラックに自動的に色を設定するには "オプション "メニューの "オートカラー（新規シーケンサートラック）が有効であること
をご確認ください。
トラックを新規作成する際、パレットからトラックカラーが自動的に選択されます。

トラック名の設定
D トラック名を編集するにはトラックリストのトラック名をダブルクリックし、名前を入力してから [Return] を押します。

トラック名を変更すると関連するラックのソースデバイス名にも反映されます（逆も同様）。さらにオーディオトラック名を変更す
ると関連するラックのオーディオトラックデバイス名とメインミキサーのチャンネルストリップ名にも反映されます。デバイスグ
ループのソースデバイス用のトラックの名前を変更するとミックスチャンネル名にも反映されます。ミックスチャンネルに異なる
名前をつけるにはミックスチャンネルの名前（ラックまたはメインミキサー）をダブルクリックし、新しい名前を入力してから
[Return] を押します。

デバイスグループの詳細は「デバイスグループについて」をご参照ください。
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トラックの折りたたみ
トラックの表示サイズ（丈）を最小化し、シーケンサー全体の概要を把握しやすくするため、トラックを折りたためます。

D トラックを折りたたむ / 元に戻すにはトラックハンドルの小さな三角形をクリックします。

通常表示のトラック

同じトラックを折りたたんだ状態

折りたたんだトラックのトラックリストでは個別のレーンは表示されません。またエディット / アレンジメントペーンではクリッ
プは水平の帯として表示されます。折りたたんだトラックに複数レーンがある場合、クリップは積み重なった線として表示されま
す（アレンジメントペーン）。クリップ内のイベントは表示されません。

D 折りたたんだトラックでも基本的なクリップ操作（選択、移動、コピー等）を行えますが、トラックの内容を編集する際は元の表
示に戻した方が作業しやすいでしょう。

D シーケンサーの全トラックを同時に折りたたむ/元に戻すには、[Alt](Win)または [Option](Mac)を押しながらトラックハンドルの三
角形をクリックします。

q トラックのパラメーターオートメーションレーンのみを折りたたむ / 元に戻すこともできます。パラメーターオートメーションタブ
の三角形をクリックします。詳しくは「パラメーターオートメーションレーンの構成部」をご参照ください。

トラックのミュート
トラックのミュートとは無音にするという意味で、再生中にトラックからデータは送られません。これは様々なアレンジメントを試す
時や、再生時に異なる音を抜き差しするためなどに便利です。

D トラックをミュートするにはトラックリストのミュート（M）ボタンをクリックします。
トラックのすべてがミュートされます。

トラックリストの赤い "M" ボタンは、トラックがミュートされていることを示します

D トラックのミュートを解除するには再度 "M" ボタンをクリックします。

D 複数のトラックを同時にミュートできますが、この場合トラックリスト最上部のマスター "M" ボタンをクリックすると、すべて同
時にミュート解除できます。

q さらにレーンやクリップも個別にミュートできます（「レーンのミュート」と「クリップのミュート」参照）。
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トラックのソロ
トラックのソロとは他のトラックをすべてミュートするという意味です。

D トラックをソロするにはトラックリストのソロ（S）ボタンをクリックします。
他の（非ソロ）トラックはすべてミュートされます。ソロトラックは "S" ボタンが緑色に点灯します。

ここでは Audio Track 1 はソロされています（緑色の "S" ボタンで示されます） 
他のトラックは自動的にミュートされます（赤い "M" ボタンで示されます）

D ソロを解除するには再度 "S" ボタンをクリックします。

D 複数のトラックを同時にソロできますが、この場合トラックリスト最上部のマスター "S" ボタンをクリックすると、すべて同時にソ
ロ解除できます。

レーンの詳細
トラックは１つ（デフォルト）または複数の平行するレーンから構成されます。トラックタイプによってレーンには異なるタイプのイ
ベントが入ります。レーンにはさらにパフォーマンスコントローラーやパラメーターオートメーションイベントクリップ、パターンデ
バイスではパターン選択のクリップが含まれます。

オーディオレーン

他のレーンタイプと異なり、トラックリストのオーディオレーンにはレーンタブがありません。オーディオトラックには１つのオー
ディオレーンしかないからです。そのためオーディオレーンのすべての構成部はオーディオトラックセクションにあります。

オーディオレーンの構成部

･ 録音有効ボタン
パラメーターオートメーション レコーディングボタンの右のボタンが録音有効ボタンです。トラックへ音声を録音する前にこのボ
タンをオン（赤）にします。オーディオトラックを選択するとデフォルトでこのボタンがオンになります。複数のオーディオト
ラックで同時に録音する場合は、それらの録音有効ボタンをすべてオンにします。

オーディオレーン
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･ モニターボタン
録音有効ボタンの右がモニターボタンです。トラックの入力信号を聞くにはこのボタンをクリックします。オーディオトラックの
チャンネルストリップ出力信号がモニターされます。このためインサート FX を含むすべてのチャンネルストリップパラメーターを
通した信号がモニターされます。

! モニターボタンのオン / オフ動作は環境設定の "オーディオ "ページ、" モニタリング "セクションの設定に従います。"手動 "が
選択されている場合、モニターボタンは手動で操作しなければなりません。"自動 "が選択されている場合、録音有効ボタンがオン
になるとモニターボタンも自動的にオンになります。

･ チューナー有効ボタン
チューナー有効ボタンはデバイスアイコンの左下にあります。ボタンをクリックするとチューナーモードになります。右側の入力
メーターはチューナーに切り替わります。

チューナーモードのオーディオトラック

チューナーモードではギターなど、接続した楽器のチューニングを行えます。詳しくは「チューナーの使用」をご参照ください。

･ オーディオ入力選択ポップアップリスト
チューナーボタンの右にはオーディオ入力選択ポップアップリストがあります。ここでトラックのオーディオ入力を選択します。
詳しくは「オーディオ入力の選択とモノ / ステレオの指定」をご参照ください。

･ 入力メーターMeter
入力メーターは入力信号のレベルを示します。選択したオーディオ入力がモノの場合、入力メーターは１つの LED バーとして表示
されます。オーディオ入力がステレオの場合、入力メーターはふたつの平行した LED バーとして表示されます。入力レベルの設定
に関しては「入力レベルの設定」をご参照ください。

ノートレーン

名前のとおり、ノートレーンにはノートイベントを含んだクリップが入ります。ノートレーンのクリップはパフォーマンスコントロー
ラーを含むこともできます。インストゥルメントトラックには複数のレーンを含めることができます。

ノートレーン
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ノートレーンの構成部

･ 名前
左上にはレーンの名前が表示されます。ノートレーンを作成すると、自動的に " レーン n"（"n" は作成順に割り振られる番号）とい
う名前が付けられます。名前を変えるには名前をダブルクリックしてから新しい名前を入力し、コンピューターキーボードの
[Return] を押します。

! 注：エディット / アレンジメントペーンのズーム率によってはノートレーン名が隠れてしまうこともあります。ノートレーン名を
表示するにはエディット /アレンジメントペーンを縦にズームインします（例えばシーケンサーのトラックナビゲーターの下にあ
る「＋」ズームボタンをクリック）。

縦にズームインするにはトラックナビゲーターの下の「＋」ズームボタンをクリック

･ レコーディング有効ボタン
ノートレーン名の下に「レコーディング有効」ボタンがあります。レーンでレコーディングを始める前にこのボタンがオン（赤）
であることをご確認ください。デフォルトではインストゥルメントトラックを選択すると、最後に作成 / 追加したノートレーンの

「レコーディング有効」ボタンが自動的にオンになります。

･ グルーヴ選択ポップアップリスト
「レコーディング有効」ボタンの右に「グルーヴ選択」ポップアップリストがあります。このリストでレーンに適用する ReGroove
チャンネルを選択できます。ReGroove に関しては「ReGroove Mixer」の章をご参照ください。

･ M（ミュート）ボタン
「M」ボタンをクリックするとレーンはミュートされます。

･ アクティビティバー
「M」ボタンの右にはノートレーンのアクティビティバーがあります。レーンのクリップでノートが再生されるとバーは緑色に点灯
します。このアクティビティバーは再生されているノートのベロシティーも反映します。

･ 削除（X）ボタン
右端には「ノートレーン削除」（X）ボタンがあります。このボタンをクリックするとレーン（とレーン上の全クリップ）は削除さ
れます。レーンにクリップがある場合はダイアログが現れ、削除の確認を促します。
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パラメーターオートメーションレーン

２つのパラメーターオートメーションレーンを含んだインストゥルメントトラック

パラメーターオートメーションはデバイスパラメーター値の変更を制御するために使用します。例えばフィルターカットオフのオート
メーションを有効にして、ソング内でフィルタースイープをレコーディングできます。このようなパラメーター値の変更はパラメー
ターオートメーションレーンにレコーディングされます。

パラメーターオートメーションレーンはすべてのトラックタイプに含むことができ、デバイスまたはチャンネルストリップのパラメー
ターオートメーションのクリップが入ります。トラックにはデバイスのオートメーション可能なパラメーターの数だけオートメーショ
ンレーンを作成できます。ミックスチャンネルとオーディオトラックデバイスでは、それらのチャンネルストリップのコントロールに
パラメーターオートメーションを使用できます。

パラメーターオートメーションレーンの構成部

･ 折りたたむ /元に戻すボタン
トラックの全パラメーターオートメーションレーンはグループとして折りたためます。パラメーターオートメーションレーンタブ
左側のハンドルにある小さな三角形をクリックして折りたたむ / 元に戻します。

D シーケンサーの全トラックのすべてのパラメーターオートメーションレーンを折りたたむ /元に戻すには、 
[Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながらパラメーターオートメーションレーンタブの三角形をクリックします。

･ 名前
オートメーションパラメーターの名前はパラメーターオートメーションレーンタブに表示されます。名前はデバイス / チャンネル
ストリップのパラメーター名を反映しているため、変更はできません。

･ "ON" ボタン
"ON" ボタンはデフォルトでオンで、レーン内のクリップのオートメーションを有効にします。"ON" ボタンをクリックして消すこ
とでオートメーションレーンをオフにできます。この際、オフにした時点でのパラメーター値が使用されます。ボタンを再度ク
リックするとオートメーションが再び有効になります。

･ オートメーションレーン削除（X）ボタン
右端には「オートメーションレーン削除」（X）ボタンがあります。このボタンをクリックするとレーン（とレーン上の全クリップ）
が削除されます。レーンにクリップがある場合はダイアログが現れ、削除の確認を促します。パラメーターオートメーションレー
ンを削除する他の方法は「パラメーターオートメーションレーンの削除」をご参照ください。

パラメーターオートメーション
レーン
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パターンレーン

パターンレーンを含んだ Redrum レーン

パターンレーンは Redrum ドラムモジュールや Matrix アナログパターンシーケンサーなどのパターンデバイス用のトラックでのみ作
成できます。パターンレーンには、パターンバンクとパターンナンバーのオートメーションデータのクリップのみを含めます。トラッ
クに複数のパターンレーンを作成することはできません。

パターンレーンの構成部

･ 名前
オートメーションパラメーターの名前がパターンレーンタブに表示されます。名前はデバイスのパラメーター名を反映しているた
め、変更はできません。

･ "ON" ボタン
"ON" ボタンをクリックしてクリップのパターンオートメーションを有効にします。"ON" を解除するとパターンレーンのミュート
と同じ状態になります。

･ パターンレーン削除（X）ボタン
右端には「パターンレーン削除」（X）ボタンがあります。このボタンをクリックするとレーン（とレーン上の全クリップ）が削除
されます。レーンにクリップがある場合はダイアログが現れ、削除の確認を促します。パターンレーンを削除する他の方法は「パ
ターンレーンの削除」をご参照ください。

レーンの作成 /追加

ノートレーンの追加
インストゥルメントトラックには複数のノートレーンを追加できます。これは次の場合に便利です：

･ ノートやパフォーマンスオートメーションを、既存クリップの外でオーバーダブする場合。

･ 複数テイクをそれぞれ個別のノートレーンにレコーディングし、後でベストなテイクを選ぶ、またはコンポジットを作成する場合。

･ トラックのセクションごとに異なる ReGroove グルーヴを適用したり、ドラムトラックの各ドラムにそれぞれ異なるグルーヴを使
う場合。

選択されたインストゥルメントトラックに新しいノートレーンを作成するには：

D " 編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "新規のノートレーン "を選択します。
新しいノートレーンが作成され、自動的にレコーディング有効になります。

D トラックリスト最上部の「新規ノートレーン」（レーン＋）ボタンをクリックします。

新しいノートレーンが作成され、自動的にレコーディング有効になります。

パターンレーン
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D トランスポートパネルの "Dub" ボタンをクリックします。

新しいノートレーンが作成され、自動的にレコーディング有効になります。詳しくは「Dub/Alt（オーバーダブ / 別テイク）機能を
使ったノートのレコーディング」をご参照ください。

D トランスポートパネルの "Alt" ボタンをクリックします。

新しいノートレーンが作成され、自動的にレコーディング有効になります。同時に前のノートレーン、または左右ロケーター間の
クリップ（ループが有効で、ソングポジションマーカーが左右ロケーターの間にある場合）がミュートされます。詳しくは「Dub/
Alt（オーバーダブ / 別テイク）機能を使ったノートのレコーディング」をご参照ください。

q 注："Dub" と "Alt" 機能はレコーディング中でも、シーケンサーを止めずに使用できます。

パラメーターオートメーションレーンの作成 / 追加
パラメーターオートメーションレーンはすべてのトラックタイプで作成できます。

･ トラックのレコーディング中にデバイス / チャンネルストリップのパラメーターを変えると、変更されたパラメーターのパラメー
ターオートメーションレーンが自動的に作成されます。詳しくは「パラメーターオートメーションのレコーディング」をご参照く
ださい。

選択されたトラックに手動でパラメーターオートメーションレーンを作成するには：

D [Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながらラックのデバイスパラメーター、またはメインミキサーのチャンネルストリップパラ
メーターをクリックします。またパラメーターのコンテクストメニューから "オートメーションを編集 "を選択します。
新しいパラメーターオートメーションレーンがデバイス / チャンネルストリップのトラックに自動的に作成されます。ラックデバ
イスまたはメインミキサーのチャンネルストリップのオートメーションパラメーターには緑色の枠が表示され、オートメーション
されていることを示します。

! 注：もしデバイス /チャンネルストリップにトラックがまだない場合は、上記の操作の際にトラックも自動的に作成されます。

パラメーターオートメーションレーンは次の方法でも作成 / 追加できます：

1. トラックリスト最上部の「トラックパラメーターオートメーション」ポップアップリストをクリックします。

2. リストからオートメーションするパラメーターを選択します。
選択されたトラックに新しいパラメーターオートメーションレーンが自動的に作成されます。

トラックパラメーターオートメーション ポップアップリストを再度クリックすると、選択されているパラメーターにはチェック
マークが表示され、オートメーションレーンが既にあることが示されます。

ラックデバイスまたはメインミキサーのチャンネルストリップのオートメーションされたパラメーターには緑色の枠が表示され、
オートメーションされていることを示します。
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複数のパラメーターを同時にオートメーション有効にするには次のように行います：

1. " 編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "パラメーターのオートメーション "を選択します。
トラックパラメーターオートメーションのダイアログが開きます。

D オートメーションしたいパラメーターがダイアログ内にない場合は、"主要な物のみを表示 "からチェックを外すことで、オート
メーションできるすべてのデバイスパラメーターが表示されます。

2. オートメーションをかけるパラメーターにチェックを入れ、"OK" をクリックします。
3. 選択したパラメーターにそれぞれパラメーターオートメーションレーンが作成されます。

ラックデバイスまたはメインミキサーのチャンネルストリップのオートメーションされたパラメーターには緑色の枠が表示され、
オートメーションされていることを示します。

パターンレーンの作成
Redrum ドラムモジュールや Matrix アナログパターンシーケンサーなどのパターンデバイスには、パターンレーンを１つ作成できま
す。次の方法で作成します：

D トラックリスト右上の「パターンレーンを作成」ボタンをクリックします。

D " 編集 " メニューまたはコンテクストメニューからから "パターンレーンを作成 "を選択します。

D [Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながら、ラックのデバイスの "Pattern" ボタンセクションをクリックします。

D ラックのデバイスの "Pattern" ボタンセクションを右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）してコンテクストメニューから
"オートメーションを編集 "を選択します。

パターンレーンを作成するとラックのデバイスのバンクボタンに緑色の枠が表示され、オートメーションされていることを示します。

D レコーディング中にデバイスのパターンまたはバンクボタンをクリックすると自動的にパターンレーンが作成されます。詳しくは
「パターンオートメーションのレコーディング」をご参照ください。



シーケンサー機能96

レーンの削除

ノートレーンの削除
ノートレーンを削除するには：

D トラックリストのレーンタブの "ノートレーンを削除 "（X）ボタンをクリックします。
レーン（とレーン内のすべてのクリップ）が削除されます。レーンにクリップがある場合は削除の確認を促すダイアログが現れま
す。

D ダイアログなしにレーンを削除するには [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら「ノートレーンを削除」ボタンをクリックしま
す。

パラメーターオートメーションレーンの削除
パラメーターオートメーションレーンを削除する方法はいくつかあります：

D トラックリストのレーンタブの "オートメーションレーンを削除 "（X）ボタンをクリックします。
レーン（とレーン内のすべてのクリップ）が削除されます。レーンにクリップがある場合は削除の確認を促すダイアログが現れま
す。

D ダイアログなしにレーンを削除するには [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら「オートメーションレーンを削除」ボタンをク
リックします。

または：

D ラックでオートメーションされたデバイスパラメーターを右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）し、コンテクストメ
ニューから "オートメーションを消去 "を選択します。
デバイスパラメーターに表示された緑色の枠が消え、相当するパラメーターオートメーションレーンがトラックから削除されます。

または：

1. トラックをクリックして選択します。
2. トラックリスト最上部の「トラックパラメーターオートメーション」ポップアップリストをクリックします。

3. リストで削除するパラメーターの選択を解除します。
リストでは選択されているパラメーターにはチェックが入っています。既にチェックが入っているパラメーターを選択すると、相
当するレーン（とレーン内のすべてのクリップ）が削除されます。レーンにクリップがある場合は削除の確認を促すダイアログが
現れます。

さらにデバイス / チャンネルストリップのパラメーターに表示されていた緑色の枠が消えます。
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または：

1. トラックをクリックして選択します。
2. " 編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "パラメーターのオートメーション "を選択します。

トラックパラメーターオートメーションのダイアログが開きます。

3. 削除するパラメーターオートメーションレーンからチェックを外し、"OK" をクリックします。
相当するパラメーターオートメーションレーン（とレーン内のすべてのクリップ）が削除されます。レーンにクリップがある場合
は削除の確認を促すダイアログが現れます。さらにデバイス / チャンネルストリップのパラメーターに表示されていた緑色の枠が
消えます。

パターンレーンの削除
パターンレーンを削除する方法は２つあります：

D トラックリストのレーンタブの "パターンレーンを削除 "（X）ボタンをクリックします。
レーン（とレーン内のすべてのクリップ）が削除されます。レーンにクリップがある場合は削除の確認を促すダイアログが現れま
す。

D ダイアログなしにレーンを削除するには [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら「パターンレーンを削除」ボタンをクリックし
ます。

または：

D ラックでオートメーションされたデバイスのパターンセクションを右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）し、コンテク
ストメニューから "オートメーションを消去 "を選択します。
デバイスパターンセクションに表示された緑色の枠が消え、相当するパターンレーンがトラックから削除されます。
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ノートレーンの移動
ノートレーンには「ハンドル」があり、レーン内のクリップとともに上下に移動できます。ノートレーンの位置をトラックの中で移動
するには：

1. レーンハンドル（レーンの左端）をクリックします。

2. ノートレーンを上下にドラッグし、希望する位置で放します。
トラックの移動と同様、赤い太線がノートレーンの移動先を示します。

･ ノートレーンとそのクリップを他のトラックへ移動することもできます。

! パラメーターオートメーションレーンとパターンレーンは関連デバイスと密接に関係しているので、移動できません。ただしク
リップは他のレーンへ移動 / コピーできます。

ノートレーンのコピー（複製）
ノートレーンとそのクリップを次のように１つずつコピー（複製）できます：

1. [Ctrl](Win) または [Option](Mac) を押しながらノートレーンを希望する位置へドラッグします。
カーソルには＋マークが表示され、複製されることを示します。複製ノートレーンの移動先は同じ / 異なるトラックを問いません。

2. マウスボタンを放します。
! パラメーターオートメーションレーンとパターンレーンは複製できません。

レーンのミュート

ノートレーンのミュート
D ノートレーンをミュートするには "M"（ミュート）ボタンをクリックします。

ノートレーンの "M"（ミュート）ボタン

パラメーターオートメーションレーンのミュート
D パラメーターオートメーションレーンをミュートするには "On" ボタンをクリックして消します。

パラメーターオートメーションレーンの "On" ボタン
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クリップの基本
このセクションではクリップに関する基本的な属性と機能のみを説明します。クリップの活用に関する詳細は「シーケンサーでのアレ
ンジ」をご参照ください。

クリップタイプ
クリップには以下のタイプがあります：

･ ノートクリップにはノートイベントとベロシティー値が入ります。ノートクリップにはさらにパフォーマンスコントローラーイベ
ントを含めることもできます。

･ パラメーターオートメーションクリップにはオートメーションされたデバイス /チャンネルストリップパラメーターのイベントが
入ります。
パラメーターオートメーションクリップはクリップの形で簡単に見分けられます：右上角が「切り取られて」います。

･ オーディオクリップにはモノまたはステレオのオーディオレコーディングが入ります。

･ パターンオートメーションクリップにはデバイスのバンク＋パターン番号が入ります。

ツールバーの詳細

シーケンサーツールバーはシーケンサーエリアの左上にあります。シーケンサーツールバーでシーケンサーの編集ツールを選択しま
す。

ツールバーのツール

選択ツール 

選択（矢印）ツールはトラック、ノートレーン、クリップ、イベントとレコーディングを選択し、移動するためのツールです。またク
リップやクリップ内のイベントのサイズ変更も行えます。ソングを開いた際、デフォルトでこのツールが選択されます。

D 選択ツールはコンピューターキーボードの [Q] を押して選択できます。

D [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押すと一時的に選択ツールから鉛筆ツールに切り替わります。ただしエディットペーンで、開いた
オーディオクリップを編集している場合はナイフツールに切り替わります。

オートメーションイベントが入った　　
パラメーターオートメーションクリップ

ノートとパフォーマンスコントローラー
イベントが入ったノートクリップ

オーディオレコーディングが入った　　　
オーディオクリップ（ステレオまたはモノ）

パターンオートメーションクリップ
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鉛筆ツール

鉛筆ツールはクリップやクリップ内のイベントを書き込むために使います。さらに開いたノートクリップでは、ノートのベロシティー
値を編集できます。

D 鉛筆ツールはコンピューターキーボードの [W] を押して選択できます。

D [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押すと一時的に鉛筆ツールから選択ツールに切り替わります。

消しゴムツール

消しゴムツールはクリップやイベントの削除に使います。

D 消しゴムツールはコンピューターキーボードの [E] を押して選択できます。

D [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押すと一時的に消しゴムツールから鉛筆ツールに切り替わります。

ナイフツール

ナイフツールはクリップの分割に使用します。エディットモードにてオーディオクリップのコンプ作業を行う際にはカッツを作るため
に用います。

D ナイフツールはコンピューターキーボードの [R] を押して選択できます。

D [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押すと一時的にナイフツールから鉛筆ツールに切り替わります。ただしエディットペーンで、開い
たオーディオクリップを編集している場合は選択ツールに切り替わります。

ミュートツール

ミュートツールはアレンジメント内のクリップをミュートします。

D ミュートツールはコンピューターキーボードの [T] を押して選択できます。

D [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押すと一時的にミュートツールからナイフツールに切り替わります。
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虫眼鏡ツール

虫眼鏡ツールはアレンジメントペーンでの縦横ズームイン / アウトに使用します。ズームはいくつかの方法で行えます：

D 虫眼鏡ツールでズームインするには、アレンジメントペーンでズームの基点となる位置をクリックします。

D 虫眼鏡ツールでズームアウトするには [Ctrl](Win) または [Option](Mac) を押しながらクリックします。
虫眼鏡ツールの " ＋ " マークが "ー " に変わります。

D また虫眼鏡ツールをクリック＆ドラッグして選択範囲を指定できます。
選択したエリアがアレンジメントペーンを埋めるようにズームインされます。

D 虫眼鏡ツールはコンピューターキーボードの [Y] を押して選択できます。

D [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押すと一時的に虫眼鏡ツールからハンドツールに切り替わります。

q アレンジメントペーンのズーム操作はシーケンサーエリアナビゲーターでも行えます（「シーケンサーでズーム」参照）

アレンジメントペーンで虫眼鏡ツールを
クリックします。

３回クリックした場合、アレンジメントペーン
はこのように表示されます。縦横ともに同じ倍
率で拡大されます。

虫眼鏡ツールをアレンジメントペーン
に置き、クリック＆ドラッグして範囲
を指定します。

マウスボタンを放すと、選択した範囲がアレンジメントペーンいっぱいに表示されます。
縦と横方向の拡大倍率は選択した範囲に従って異なります。
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ハンドツール

ハンドツールでエディット / アレンジメントペーンをスクロールできます。

D ハンドツールを選択してエディット / アレンジメントペーン内をクリックし、マウスボタンを押さえたままドラッグして希望する位
置を表示します。

D ハンドツールはコンピューターキーボードの [U] を押して選択できます。

D [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押すと一時的にハンドツールから "＋ " 虫眼鏡ツールに切り替わります。

D [Ctrl]+[Alt](Win) または [Cmd]+[Option](Mac) を押すと一時的にハンドツールから "ー " 虫眼鏡ツールに切り替わります。

q エディット /アレンジメントペーンのスクロール操作はシーケンサーエリアナビゲーターでも行えます（「ナビゲーターでスクロー
ル」参照）

二次ツール
前述の各ツールモードにはそれぞれ [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押すことで一時的に選択できる二次ツールがあります。二次ツー
ルは以下のとおりです：

|選択されたツール |二次ツール
選択ツール 鉛筆ツール

鉛筆ツール 選択ツール

消しゴムツール 鉛筆ツール

ナイフツール 鉛筆ツール（エディットペーンにて、開いたオーディオ
クリップの編集時には選択ツール）

ミュートツール ナイフツール

虫眼鏡ツール ハンドツール

ハンドツール ”+” 虫眼鏡ツール

ハンドツール ”-” 虫眼鏡ツール（[Alt]-[Ctrl](Win) または [Option]-
[Cmd](Mac) を押す）
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スナップ

シーケンサーツールバーのスナップ機能はクリップやイベントの編集操作を、ユーザーが指定した値のグリッドに「制限」するために
使います。スナップ機能はクリップやイベントを移動する際、必ずクリップやイベントの元の位置に相対して作用します。

D ポップアップリストからグリッドのノート値を選択します：

D スナップ機能を有効にするにはコンピューターキーボードの [S] を押すか、" スナップ "チェックボックスにチェックを入れます：

! クリップと開いたクリップでそれぞれ異なるスナップ値を設定できます（「選択されたクリップと開いたクリップで異なるスナップ
値について」参照）。

スナップ機能は次の操作に作用します：

･ ソングポジション、ループロケーター、ソングエンドマーカーの移動。
スナップがオンのときにこれらロケーターを移動すると、指定したスナップ値のグリッドにスナップします。

･ クリップ、イベント、レコーディング、コンプ列のカッツの移動。
スナップがオンのときにこれらを移動すると、グリッドに対する相対的な位置を保ちながらスナップ値に従って移動します。

･ クリップの描画。
鉛筆ツールでクリップを作成すると、始点と終点は指定したスナップ値のグリッドにスナップします。

･ 開いたクリップでのイベントの描画。
ノートやオートメーションポイントはスナップ値のグリッドに従って作成されます。さらに最短のノートの長さはスナップ値が決
定します。

･ ナイフツールによるクリップの分割。
クリップは指定したスナップ値のグリッドで分割されます。

･ クリップ、イベント、レコーディングのナッジ
スナップがオンのときにクリップ、イベント、レコーディングをナッジすると、グリッドに対する相対的な位置を保ちながらス
ナップ値に従って移動します。

･ コンプ列のカッツの作成。
開いたオーディオクリップでカッツは、スナップ値のグリッドに従って作成されます。
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選択されたクリップと開いたクリップで異なるスナップ値について
スナップ設定値には、クリップを編集のためにエディットモードで開いた状態用と、クリップを開いていない状態（アレンジモード）
用の２つがあります。通常、エディットモードで開いたクリップのためにはより細かい設定（例：1/16）を、アレンジモードではク
リップ操作に便利な " 小節 " 単位に設定します。またスナップ値とは独立して、いずれのモードでもスナップをオフにできます。

･ 編集用のスナップ値はノートクリップやオートメーションクリップが開いているときに適用されます（アレンジモードでオート
メーションクリップが開いているときも含む）。
ただし例外があります：ノートクリップがエディットモードで開いてあっても、クリップオーバービュー（「エディットモードの要
素」参照）をクリックした際、クリップは開いたままですがアレンジ用のスナップ値が適用されます。これによりクリップを閉じ
なくてもアレンジモードのように、クリップオーバービューでクリップをサイズ変更できます。

シーケンサーツールバーのキーボードショートカット
下記はシーケンサーツールバーのツールを選択するためのすべてのコンピューターキーボード ショートカットです：

ルーラーの詳細
ルーラーはソングのタイムラインです。ルーラーで、ソングポジションポインターはソング内の現在位置（ソングの再生位置）を示し
ます。ルーラーにはさらに左（L）と右（R）ループロケーターと、ソングエンドマーカー（E）が表示されます。

ソングポジションポインター、ロケーター、マーカーを移動するには希望するルーラー位置までクリック＆ドラッグします。この際、
ラインではなく「フラッグ」の部分をクリック＆ドラッグします。ソングポジションとループロケーターの位置は、シーケンサートラ
ンスポートパネルのポジション表示に数値を入力して変更できます（「時間位置」と「左右ロケーターの位置」参照）。ソングポジショ
ンはシーケンサートランスポートパネルの巻き戻しと早送り機能でも移動できます（「巻き戻しと早送り」参照）。

|機能 |キーコマンド
選択ツールの選択 [Q]

鉛筆ツールの選択 [W]

消しゴムツールの選択 [E]

ナイフツールの選択 [R]

ミュートツールの選択 [T]

虫眼鏡ツールの選択 [Y]

ハンドツールの選択 [U]

スナップ オン / オフ [S]

左（ループ）ロケーター

ソングポジションポインター

右（ループ）ロケーター

ソングエンドマーカー
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トランスポートパネルの詳細
Reason Essentials ウィンドウの最下部にはシーケンサーのトランスポートパネルがあります。ここでシーケンサーのトランスポート機
能をコントロールします。またテンポや拍子など他のパラメーターも設定できます。

クリック オン / オフ
D このボタンをクリックすると、シーケンサーの再生時にメトロノームクリックが発声されます。

クリックはビート毎に鳴ります。小節頭は強調（ピッチが高くなる）されます。詳しくは「クリック とプリカウント」をご参照く
ださい。

プリカウント オン / オフ
D "Pre" ボタンを押すと、レコーディング開始前にプリカウント（カウントイン）クリックが鳴ります。

プリカウントはレコーディング開始前のみに行われ、通常の再生時には鳴りません。プリカウントの小節数の選択に関しては「ク
リック とプリカウント」をご参照ください。

クリックレベル
D ノブを回してメトロノーム（とプリカウント）の音量を調整します。

詳しくは「クリック とプリカウント」をご参照ください。

タップテンポ
テンポコントロール（下記参照）でテンポを設定する代わりに、リアルタイムで希望するテンポをタップできます。

D シーケンサーテンポを設定するには、タップテンポボタンを繰り返しクリックします。
テンポは最低 2 クリックから最高 16 クリックのクリック間の時間を平均した値になります。クリックが多いほどテンポは安定しま
す。クリックの間隔が 2 秒以上空くと、テンポ計算はタイムアウトします。検知可能なテンポレンジは 30-999.999BPM です。

ソングポジション
現在のソングポジションが表示されます。ソングポジションとは、ルーラーのソングポジションポインター（ルーラーの詳細参照）の
現在位置です。ディスプレイは小節、拍子、16 分音符、ティック（16 分音符につき 240 ティック）の４部に分かれています。「トラ
ンスポート数値ディスプレイ」の記述通りにソングポジションポインターの位置を変えて、ソングの再生位置を変更できます。

テンポ

クリックオン / オフ

プリカウントクリック
オン / オフ

クリックレベル

拍子

ソングポジション

? ? ? ?  巻き戻し

早送り

停止
再生

レコーディング

新規オーバーダブ

新規別テイク

ループオン /オフ

左ロケーター位置

右ロケーター位置

右ロケーターへ
移動

左ロケーターへ移動

タップテンポ

Q Rec
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ソングポジションディスプレイのサブティックについて
シーケンサーでノートやオートメーションイベントを編集する際の解像度は 16 分音符につき 240 ティックなので、とても正確な操作
が可能になります。ですがソングポジションポインターの内部解像度はさらに精密（15360 ppq）なため、位置がティックの分数、つ
まり「サブティック」にあたることがあります。

ソングポジションの値がサブティックにあたる場合、ディスプレイのティック部にアスタリスク（＊）が表示されます。

D ソングポジションポインターを最も近いティック値に合わせるには[Ctrl](Win)または[Cmd](Mac)を押しながらディスプレイのアス
タリスクをクリックします。
ソングポジションポインターは現在値に最も近いティック値に調整し、アスタリスクは消えます。

時間位置
ルーラー（ルーラーの詳細参照）のソングポジションポインターの現在位置を時間形式（時、分、秒、ミリ秒）で表示します。「トラ
ンスポート数値ディスプレイ」の記述通りにソングポジションポインターの位置を変えて、ソングの再生位置を変更できます。

テンポ
現在のテンポが BPM と 1/1000BPM 単位で表示されます。「トランスポート数値ディスプレイ」の記述通りにテンポを変更できます。
テンポレンジは 1.000-999.999 です。

拍子
現在の拍子が表示されます。「トランスポート数値ディスプレイ」の記述通りに拍子を変更できます。

使用可能な拍子は：1/2-16/2, 1/4-16/4, 1/8-16/8 and 1/16-16/16 です。

巻き戻しと早送り
D 巻き戻しと早送りボタンをクリックすると、ソングポジションポインターが現在の位置から１小節ずつ移動します。

D ソングポジションポインターを複数小節移動するには、マウスボタンをクリック＆ホールドします。

ボタンをクリックするかわりにコンピューターキーボードでも操作可能です：

D テンキーの [4] が巻き戻し、[5] が早送りです。

D 巻き戻し / 早送りボタンをクリック＆ホールド、または [4]/[5] キーを押さえた際、20小節移動した後に移動速度が早くなります。

再生と停止
D 再生ボタンをクリックするとソングポジションポインターの現在位置から再生が始まります。

D また、コンピューターキーボードのテンキーの [Enter] でも再生開始できます。

D 再生（またはレコーディング）を止めるには停止ボタンをクリックします。

D また、コンピューターキーボードのテンキーの [0] もしくは [Shift] ＋ [Return] でも停止できます。

ソングが停止している時に停止ボタンをクリック、またはキーボードの「停止」コマンドを使うと、ソングポジションポインターは次
の規則に従って移動します：

･ まず停止をクリック / 押すと、ソングポジションポインターは最後に再生が開始した位置に移動します。

･ 再度停止をクリック / 押すと、ソングポジションポインターはソングの始点に移動します。

･ ソングポジションポインターが既にソングの始点にある場合は何も起こりません。
つまり停止ボタンを２回クリックすれば、停止しているソングの始点にいつでも戻れます。

D コンピューターキーボードの [ スペースバー ] を押して再生開始 /停止できます。
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レコーディング
D レコーディングボタンをクリックすると選択されているトラック /レーンのレコーディングが開始します。

また、テンキーの [*] を押すか、[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [Return] を押します。プリカウントがオンの場合（上
記プリカウント オン / オフ参照）、指定したプリカウント小節後にレコーディングが始まります。

! プリカウント時に演奏した内容はレコーディングされません。

新規オーバーダブと新規の別テイク
これらのボタンをクリックするとオーバーダブ用のオーディオトラックまたはノートレーンが追加されます。本機能の詳細は「"Dub"

（オーバーダブ）機能でオーディオをオーバーダブ」と「Dub/Alt（オーバーダブ / 別テイク）機能を使ったノートのレコーディング」
をご参照ください。

Q Rec
D ”Q Rec”（レコーディング中にクオンタイズ）ボタンをクリックすると、レコーディングと同時にノートがクオンタイズされます。

"Q Rec"（レコーディング中にクオンタイズ）機能がオンの場合、レコーディングしているすべての MIDI ノートはグリッドへクオ
ンタイズされます。クオンタイズに関するさらなる情報は「ノートのクオンタイズ」をご参照ください。

ループオン / オフ
D ループボタンをクリックするか [L] を押すと、ループ機能が有効になります。

ループ機能が有効な場合、レコーディングと再生は左右ロケーターの間を繰り返します。下記はループモードに関する一般的な規則で
す：

･ ソングポジションポインターの再生開始位置が右ロケーターの前（左）にある場合、ソングは右ロケーターまで再生すると、左ロ
ケーターに瞬時にジャンプして再生を続けます。

･ ソングポジションポインターの再生開始位置が右ロケーターの後（右）にある場合、ロケーターは無視され、ソングはループせず
に再生します。

･ 左ロケーターが右ロケーターの右側にある場合（つまり逆順）、ソングは右ロケーターまで再生すると、左ロケーターに瞬時にジャ
ンプし再生を続けます。ロケーターの間の部分は飛ばされます。ソングはその後ループせずに再生します。

左右ロケーターの位置
ルーラー内の左右ロケーター（ルーラーの詳細参照）の現在位置がディスプレイにそれぞれ表示されます。ディスプレイは小節、拍
子、16 分音符、ティック（16 分音符につき 240 ティック）に分かれています。「トランスポート数値ディスプレイ」の記述通りにロ
ケーターの位置を変えて、ループ再生範囲を変更できます。

左右ロケーターへ移動
D "L" または "R" ボタンをクリックすると、ソングポジションポインターが左または右ロケーター位置へ移動します。

D また、コンピューターキーボードのテンキーの [1] で左ロケーターへ、[2] で右ロケーターへソングポジションポインターを移動でき
ます。



シーケンサー機能108

トランスポートキーコマンド
以下はシーケンサーのトランスポート機能のコンピューターキーボード ショートカットすべてです：

! ReWire で Reason Essentials を使用している場合、トランスポート機能はどちらのアプリケーションからでも操作できます。詳し
くは「ReWire」の章をご参照ください。

|機能 |キーコマンド
停止、開始地点へ移動、 
ソング始点へ移動

テンキー [0] または [Shift]+[Return]

再生 テンキー [Enter]

停止 / 再生トグル [ スペースバー ]

巻き戻し テンキー [4]

早送り テンキー [5]

レコーディング テンキー [*]、
[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac)+[Return]

左ロケーターへ移動 テンキー [1] 

右ロケーターへ移動 テンキー [2]

ソング始点へ移動 テンキー [.]

次の小節へ移動 テンキー [8]

前の小節へ移動 テンキー [7]

テンポアップ テンキー [+]

テンポダウン テンキー [-]

ループオン / オフ テンキー [/] または [L]

クリックオン / オフ [C] か、テンキー [9]

プリカウント オン / オフ [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac)+[P]

選択されたクリップの両端に左右ループロ
ケーターを移動し、ループモードで再生開
始

[P]
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インスペクターについて

エディット / アレンジメントペーンの上にあるインスペクターは、クリップ、イベント、レコーディングに関するいくつかの編集用途
に使用できます。インスペクターはコンテクストに従います - つまり状況に合わせて表示内容と機能性が変わります。インスペクター
を使っての編集方法は「インスペクターを使ったクリップサイズの変更」、「インスペクターを使ったクリップの移動」、「インスペク
ターを使用したレコーディングとカットの編集」、「インスペクターでのノートとイベントの編集」をご参照ください。

! 鉛筆ツールが選択されている間はインスペクターは表示されません。替わりに拍子とパターンオートメーションに関するメニュー
が表示されます。

始点と長さディスプレイのサブティックについて
シーケンサーでノートやオートメーションイベントを編集する際の解像度は 960ppq（16 分音符につき 240 ティック）なので、とて
も正確な操作が可能になります。ですがレコーディング自体の内部解像度はさらに精密（15360 ppq）なため、ノートやオートメー
ションイベントの位置がティックの分数、つまり「サブティック」にあたることがあります。

値がサブティックにあたる場合、始点 / 長さディスプレイのティック部にアスタリスク（＊）が表示されます。

D クリップ /イベントの始点（または長さ）を最も近いティック値に合わせるには [Ctrl](Win)または [Cmd](Mac)を押しながらディスプ
レイのアスタリスクをクリックします。
始点 / 長さの値は現在値に最も近いティック値に調整し、アスタリスクは消えます。

! オーディオ編集はサブティックレベルの解像度で行えます。そのため、オーディオ編集時にはサブティックを示すアスタリスクは
ありません。

「値を一致」機能について

インスペクターの「値を一致」機能で、複数の選択されたクリップ、ノート、イベント、レコーディングの始点と長さを、一番上（ま
たは左）の選択されたクリップ、ノート、イベント、レコーディングの値に一致できます。「" 値を一致させる " 機能を使ってクリップ
を一致」、「ノートやイベントの値を「値を一致させる」機能でマッチ」、「オーディオの値を「値を一致させる」機能でマッチ」をご参
照ください。

インスペクター（コンテクストに従う）
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第 6章
シーケンサーでの
レコーディング
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本章について
本章は Reason Essentials で使える様々なレコーディングの手法を説明します。本章はオーディオ、ノートとパラメーターオートメー
ションのレコーディングすべてをカバーします。本章を読む前に「シーケンサー機能」の章の基本的なシーケンサー機能と用語を把握
しておくことをお奨めします。多くの機能はすべてのタイプのレコーディング手法に共通しています。これらは最初に解説されます。
その後にオーディオ、ノートとパラメーターオートメーションのレコーディングに特化した機能の説明が記述されます。

一般的なレコーディング機能
レコーディングの有効化
シーケンサートラックにレコーディングを始める前にトラックをレコーディング有効にする必要が ' あります。レコーディングの有効
化用のボタンは２タイプあります：レコーディング有効ボタンはオーディオクリップやノートクリップのレコーディングに使用しま
す；パラメーターオートメーション レコーディング有効ボタンはデバイス / チャンネルストリップのパラメーターオートメーションと
テンポオートメーションのレコーディングに使用します：

５つのトラックのレコーディング有効ボタンとパラメーターオートメーション レコーディング有効ボタン

オンになっているレコーディング有効ボタンとパラメーターオートメーション レコーディング有効ボタンは赤い色で示されます。無
制限のオーディオトラック数と（コンピューターとハードディスクの性能による制限はあり）、インストゥルメントトラックの１ノー
トレーンを同時にレコーディング有効にできます。ただし、Remote を用いて複数の MIDI キーボードコントローラーをそれぞれ特定
のラックデバイスにロックしている場合（「コントローラーをデバイスにロック ...」参照）、これらのインストゥルメントトラックに同
時にレコーディングできます。パラメーターオートメーションのレコーディングはトラック数の制限なく有効化できます。

レコーディング有効ボタン

パラメーターオートメーション　 
レコーディング有効ボタン
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オーディオトラックのレコーディング有効化

D オーディオトラックをレコーディング有効にするにはオーディオトラックのレコーディング有効ボタンをクリックします。
レコーディング有効ボタンは赤色になります。

環境設定の " キーボード＆コントローラー " ページの " マスターキーボード入力 " セクションで " スタンダード " モードを選択し、
さらにトラックリストの ” 手動録音 ” ボタンがオフの場合、オーディオトラックを選択すると自動的にレコーディング有効になり
ます（「マスターキーボード入力設定」、「手動録音機能について」参照）。

また環境設定の " オーディオ " ページの " モニタリング " セクションの設定で、トラックの入力信号のモニタリングが自動的に有効
になるか選択できます（「モニタリング」参照）。

複数のオーディオトラックのレコーディング有効化
D 複数のトラックへそれぞれ異なるオーディオ入力の信号をレコーディングするには、トラックリストにて希望するオーディオト
ラックすべてのレコーディング有効ボタンをクリックします。
レコーディング有効になったオーディオトラックにはチューナーボタン、オーディオ入力選択ポップアップリスト、そして入力
メーターが表示されます。複数トラックにオーディオのみをレコーディングする場合、マスターキーボード入力のアサインは重要
でありません。

複数のオーディオトラックを同時にレコーディング有効化

レコーディング有効ボタン（オン）

レコーディング有効ボタン（オン）
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インストゥルメントトラックのレコーディング有効化

D インストゥルメントトラックを有効化するにはインストゥルメントトラックのノートレーンのレコーディング有効ボタンをクリッ
クします。
レコーディング有効ボタンは赤くなり、トラックにマスターキーボード入力がアサインされます。

環境設定の " キーボード＆コントローラー " ページの " マスターキーボード入力 " セクションで " スタンダード " モードを選択し、
さらにトラックリストの ” 手動録音 ” ボタンがオフの場合、インストゥルメントトラックを選択するとこのトラックに自動的にマ
スターキーボードがアサインされます（「マスターキーボード入力設定」、「手動録音機能について」参照）。マスターキーボード入
力がアサインされたインストゥルメントトラックは自動的にレコーディング有効がオンになります。さらにパラメーターオート
メーションのレコーディングも有効になります（パラメーターオートメーション レコーディング有効ボタンが赤色に点灯）。

D インストゥルメントトラックの別のノートレーンにレコーディングする場合は、そのノートレーンのレコーディング有効ボタンを
クリックします。

! マスターキーボード入力は一度に１つのノートレーンにしかアサインできないため、レコーディングの有効もその１つのレーンに
限られます。ただし、Remote を用いて複数のMIDI キーボードコントローラーをそれぞれ特定のラックデバイスにロックしている
場合（「コントローラーをデバイスにロック ...」参照）、これらのインストゥルメントトラックに同時にレコーディングできます。
MIDI キーボードがひとつしかない場合（マスターキーボードのみ）は一度にひとつのノートレーンにのみノートをレコーディング
できます（「マスターキーボード入力」参照）。

複数のインストゥルメントトラックのレコーディング有効化
もし複数の MIDI キーボードコントローラーをそれぞれ特定のインストゥルメントデバイスにロックしてある場合（Remote の章の

「コントローラーをデバイスにロック ...」参照）、さらにトラックリストの ” 手動録音 ” ボタンがオフの場合（「手動録音機能について」
参照）、これらロックされたデバイスのトラックは自動的にレコーディング有効化されます。トラックリストで、これらレコーディン
グ有効化されたトラックのデバイスアイコンの下には、キーボードシンボルが表示されます。さらにレコーディング有効ボタンも自動
的にオンになります。マスターキーボード入力がアサインされているトラックのデバイスアイコンは赤枠で示されます。

マスターキーボード入力がアサインされた ”Combinator 3” トラックと、その他の MIDI キーボードをそれぞれラックデバイスにロックした ”Combinator 
1” と ”Combinator 2” トラック。

D 追加MIDIキーボードにロックされたその他のインストゥルメントトラックを手動でレコーディング有効/無効にするには、これらの
トラックのノートレーンのレコーディング有効化ボタンをクリックします。

レコーディング有効ボタン

パラメーターオートメーション　　　
レコーディング有効ボタン

レコーディング有効ボタン（オン）
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手動録音機能について

トラックリストの手動録音ボタン

トラックリストの手動録音機能は、選択したトラックを自動的にレコーディング有効化したくない場合に使います。例えばオーディオ
トラックの録音を終えた後、チャンネルストリップパラメーターのオートメーションを書き込む際、オーディオトラックのオーディオ
録音の自動有効化は必要ありません。

D 選択したトラックが自動的にレコーディング有効化されないよう設定するには、手動録音ボタンをクリックします。

手動録音機能オン

再度オーディオをオーディオトラックに録音する場合は、手動でレコーディング有効ボタンをクリックしなければなりません（操
作法は「レコーディングの有効化」参照）。もしくは手動録音ボタンをオフにして、自動レコーディング有効化を使用します。

! 手動録音機能はオーディオトラックとインストゥルメントトラック両方に適用されます。

パラメーターオートメーションのレコーディング有効化

パラメーターオートメーションはすべてのトラックタイプにレコーディングできます。同時に複数トラックにレコーディングできま
す。

D パラメーターオートメーションのレコーディングを有効化するには、トラックリストで希望するトラックのパラメーターオート
メーション レコーディング有効ボタンをクリックします。
有効化されたパラメーターオートメーション レコーディング有効ボタンは赤く点灯します。

D マスターキーボード入力をトラックにアサインすると自動的にパラメーターオートメーションのレコーディングも有効になります
（赤いパラメーターオートメーション レコーディング有効ボタンで示されます）。

パターンオートメーションのレコーディング有効化
パターンオートメーションは、Redrum ドラムコンピューターや Matrix パターンシーケンサーなどのパターンデバイスのトラックにレ
コーディングできます。パターンオートメーションの有効化はパラメーターオートメーションの有効化と同じように行います（「パラ
メーターオートメーションのレコーディング有効化」参照）。

! パターンデバイス用トラックのパラメーターレコーディング有効ボタンをオンにすると、バンクとパターン選択ボタン以外のデバ
イスパラメーターのレコーディングも可能になります。非パターンデバイスと同様、他のデバイスパラメーターも個別のパラメー
ターオートメーションレーンにレコーディングされます。

手動録音ボタン

選択されたトラックは自動的にレコーディング有効
化されません

パラメーターオートメーション　　　
レコーディング有効ボタン
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クリック とプリカウント
レコーディングと再生中にメトロノームのようなクリックサウンドを鳴らしてソングテンポを示すことができます。レコーディング
モードでは実際のレコーディングが始まる前に選択可能な小節数の間クリックサウンドを鳴らすことが可能です。これをプリカウント
と呼びます。クリックとプリカウントの有効化はトランスポートパネルで操作します：

トランスポートパネルのクリックとプリカウント

クリック
D クリックボタンをクリック、または [C] を押すとシーケンサー再生時にメトロノームクリックが鳴ります。

クリックは各ビートで鳴り、各小節頭のビートだけは高いピッチになります。

プリカウント

D "Pre" ボタンをクリックすると、プリカウント（カウントイン）クリックがレコーディング開始前に鳴ります。または [Ctrl](Win)/
[Cmd](Mac)+[P] を押します。
プリカウントはレコーディング開始前にのみ鳴ります。通常の再生では鳴りません。

D " オプション " メニューの "プリカウント小節数 "でプリカウントする小節数を選択します。
１から４小節まで選べます。

プリカウント小節数の選択

q いろいろなプリカウント設定を試してみましょう。一般的にアップテンポ（速い）ソングでは長め（3-4 小節）のプリカウントを、
テンポの遅いソングでは 1-2 小節で十分と言えます。

クリックレベル
"Click Level" ノブでメトロノームクリック（とプリカウントクリック）の音量を調整します。

! 注：クリックサウンドは Reason Essentials ミキサーを介せずコンピューターの選択されたオーディオカード /インターフェースに
ルーティングされるため、ソングの他のサウンドとサミングされます。高いクリックレベル設定ではトランスポートパネルのオー
ディオ出力メーターや Reason Essentials Hardware Interface の " ビッグメーター "はクリッピングを示してしまうことがありま
す。この場合はクリックレベルを下げるか、クリックをオフにしてクリッピングの原因が本当にクリックサウンドであるか確認し
ます。
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ループモード
ループモードで再生 / レコーディングを行うと、ソングは自動的にエディット / アレンジメントペーンの左と右ループロケーターの間
を繰り返します：

ループモードはトランスポートパネルの "Loop" ボタンでオンにできます

ループモードでのレコーディングは何をレコーディングしているか（オーディオ、MIDI、またはパラメーターオートメーション）に
よって作用が異なります。詳しくは「ループモードでのオーディオレコーディング」、「ループモードでのノートのレコーディング」、

「ループモードでのパラメーターオートメーションのレコーディング」をご参照ください。

一般的なレコーディングの手順
下記はすべてのタイプのレコーディングに共通した手順です：オーディオ、MIDI、パラメーターオートメーション。オーディオ、
MIDI、パラメーターオートメーションにそれぞれ特化したレコーディング操作等に関しては「オーディオの録音」、「ノートのレコー
ディング」、「パフォーマンスコントローラー オートメーションのレコーディング」と「パラメーターオートメーションのレコーディ
ング」をご参照ください。

1. 希望する場合はクリックやプリカウントを選択します（「クリック とプリカウント」参照）。
2. レコーディングを開始する位置へ、ルーラーのソングポジションポインターを移動します（「ルーラーの詳細」参照）。
3. トランスポートパネルのレコーディングボタンをクリックします。またテンキーの [*] を押すか、[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を
押しながら [Return] を押します。
レコーディングボタンは赤く点灯します。プリカウントがオンの場合は指定した小節数の後にオーディオ、MIDI、またはパラメー
ターオートメーションをレコーディングします。

プリカウント中はレコーディングボタンのみが有効（赤）になり、なにもレコーディングされません
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4. トラックにレコーディングを始めます。
レコーディングが始まるとトランスポートパネルのレコーディングボタンは赤のまま、再生ボタンが暗くなります。

レコーディング中は再生とレコーディングボタン両方が有効になり、入力データがレコーディングされます

レコーディングするトラックのレーンにまだ何もない場合、新しいクリップが自動的に作成されます。レコーディングが経過する
とともにクリップはソングポジションポインターに合わせて拡張されます。下図のようにレコーディング中のクリップは赤く表示
されます：

5. レコーディングが終わったらトランスポートパネルの停止ボタンをクリックします。また [スペースバー ]、テンキーの [0]、もし
くは [Shift] を押さえながら [Return] を押します。
レコーディングと再生ボタンは元の表示に戻り、ソングポジションポインターは停止し、クリップの赤色表示は解除されます。ク
リップ内にはレコーディングされたイベントがグラフィックとして表示されます。

! ノートクリップに何もレコーディングしないまま停止をクリックした場合、空のノートクリップは自動的に削除されます。

レコーディングの取り消し
D レコーディングの内容に満足しなかった場合は"編集"メニューから"取り消し トラックをレコーディング"を選択するか、エディッ
ト / アレンジメントペーンにてクリップを選択してから [Delete] または [Backspace] を押します。
最新テイクのクリップとその内容がすべて削除されます。

レコーディング中の取り消し
D レコーディング中の内容に満足しなかった場合は [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [Z] を押します。

現在のクリップとその内容がすべて削除されると同時に、現在のソングポジションから新しいクリップが作成されます。この操作
の間もシーケンサーはレコーディングを続けます。

レコーディングのヒント

レコーディング時にテンポを下げる
複雑 / 難しいテイクをレコーディングするときはテンポを遅くし、再生するときに元のテンポに戻すこともできます。 Reason 
Essentials のオーディオトラックには複雑なオーディオストレッチ機能が備わっています。オーディオストレッチによって、録音され
たオーディオのピッチは変えずにソングテンポを上下に変更できます。詳しくは「テンポチェンジとオーディオトラックのテンポオー
トメーションについて」をご参照ください。

MIDI のレコーディング時には難しい部分ではテンポを下げ、他では元のテンポを使うと良いでしょう。

レコーディング中のノートクリップ

レコーディング中のオーディオ
クリップ



シーケンサーでのレコーディング 119

オーディオレコーディングの詳細
オーディオトラックの設定

オーディオ入力の選択とモノ / ステレオの指定
D トラックのオーディオ入力はオーディオ入力ポップアップリストから選択します。

オーディオトラックのオーディオ入力の選択

ポップアップリストの最上部でモノまたはステレオ入力を指定できます。モノ / ステレオの選択に従って LED メーターはモノまた
はステレオ表示に切り替わります。その下のリストではトラックで使用するオーディオインターフェースの入力を選択できます。

･ Propellerhead Balance オーディオインターフェースをご使用の場合、ポップアップリストでこのインターフェースの入力チャンネ
ルを選択すると、Balance のフロントパネルにあるそのチャンネルの ”Ready”LED が点灯します。また、オーディオ入力ポップ
アップリストで ”モノ入力 ”を選択した場合、オーディオトラックの LEDメーターの右側に ”CS”（Clip Safe）シンボルが表示され
ます。

入力レベルの設定
トラックにオーディオを録音する前に、まず正しい入力レベルを設定する必要があります。入力信号はノイズを抑制し高い音質を保て
るだけの音量を確保しつつ、クリッピングや歪みが発生しないレベルに設定しなければなりません。

24 ビットのオーディオインターフェース（推奨）をご使用の場合、下図のように入力信号レベルをトラック入力メーターで -12dB ほ
どになるように調整してください。16 ビットオーディオではレベルをさらに数 dB 上げると良いでしょう。

q 入力レベルをより正確に把握するにはレコーディングメーターウィンドウを使用します（「レコーディングメーターウィンドウ」参
照）。

! Propellerhead Balance オーディオインターフェースをご使用の場合、特別な Clip Safe 機能を使って入力信号のクリッピングを抑
えることができます（「Propellerhead Balance の Clip Safe 機能を使った録音」参照）。

! 入力レベルの調整は必ずソース（例：オーディオインターフェースに接続 / 内蔵されたプリアンプなど）で行います。

! 録音中に入力信号レベルがトラック入力メーターで０ dBを超えると（赤いクリッピング LED）レコーディングが歪む可能性があ
ります：

「安全」な入力レベル ~ -12dB
（最初の黄色 LED点灯）

オーディオクリッピング LED ＝歪み
（クリッピング LED 点灯）
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入力レベルがオーバーしたとき、入力メーターの赤いクリッピング LED が点灯します。クリッピング LED を消すには入力メーターを
クリックします。これはトラックに大きすぎる入力信号があったことを示すためです。

! 入力レベルはメインミキサーのチャンネルストリップでは調整できません。チャンネルストリップのコントロールは、モニタリン
グ中の信号、または既存レコーディングの再生信号のレベルとキャラクターの調整に使用します。

Propellerhead Balance での ”Clip Safe”（クリップセーフ）機能の使用
! 注：Clip Safe 機能は Propellerhead Balance でのみ使用できます。

Reason Essentials を Propellerhead Balance オーディオインターフェースと使用すると、Clip Safe 機能が使用可能になります。Clip 
Safe 機能はモノ信号を、「追加」ヘッドルームを加えて録音することができます。これは Propellerhead Balance のふたつの AD コン
バーターを両方とも使用し、2 つ目の AD を追加ヘッドルーム用にすることで実現しています。

Clip Safe 機能を使って録音するとき、Reason Essentials は両方の AD コンバーターを用いてひとつのモノ信号を同時に録音します。1
つ目の AD コンバーターは通常のレベルで、2 つ目の AD コンバーターは「パッド」してレベルを下げた同じ信号をそれぞれ録音しま
す。

もし通常レベルの入力信号が録音中に 0ｄB クリッピングレベルを超過した場合、2 つ目の AD コンバーターで録音したパッドされた
信号で、クリッピング / 歪んだオーディオを置き換えることができます。パッドされた信号は次に Reason Essentials 内で元の録音レベ
ルまでゲイン増幅されます。つまり最終的な信号はクリッピングや歪みなく、元の信号と同じ音量で再生されます。

Clip Safe 機能は以下のように使用します：

1. オーディオトラックのオーディオ入力ポップアップリストから ”モノ入力 ”を選択し、次に ”Balance 1/L” か ”Balance 2/R” を選択
します。

オーディオトラックのレベルメーターの右に ”CS”（Clip Safe）シンボルが現れます。

2. Propellerhead Balance フロントパネルの ”Clip Safe” ボタン押します。

Propellerhead Balance オーディオインターフェースの Clip Safe ボタン

Balance インターフェースから Reason Essentials へ、Clip Safe リクエスト信号が送られます。オーディオトラックでどのオーディ
オ入力が選択されているかによって、次のことが起こります：

･ レコーディングが有効になっているひとつのオーディオトラックで Balance 1/L または 2/R 入力がモノのオーディオ入力として選
択されている場合、Balance インターフェースの Clip Safe LED が緑色に点灯し、オーディオトラックの CSシンボルも点灯します。
Propellerhead Balance オーディオインターフェースの Clip Safe LED が緑色なら、Clip Safe 機能は有効になっています。もし 1/L 入
力がオーディオ入力（モノ）として選択されている場合、Balance インターフェースの右チャンネルが追加ヘッドルームのために使
われます（逆も同様）。

･ Balance 1/L と 2/R がステレオ入力として選択されている場合、Clip Safe 機能は無効になり、Balance インターフェースの Clip 
Safe LED は赤色になります。またオーディオトラックの CSシンボルも消えます。
Clip Safe 機能は両方の入力を必要とします。また、レコーディングが有効になっている他のトラックで Balance 1/L（モノ）と 2/R

（モノ）入力が選択されている場合も Clip Safe 機能は無効になります。

Clip Safe に関するさらなる情報は「Propellerhead Balance の Clip Safe 機能を使った録音」をご参照ください。



シーケンサーでのレコーディング 121

モニタリング
モニタリングとはオーディオトラックの入力信号を聴くことです。モニタリングは次のように機能します：

･ デフォルトでは、モニタリングはオーディオトラックのレコーディング有効がオンになったとき、有効になります。
これにより録音している音を、録音前と録音中に聴くことができます。

･ オーディオトラックの再生中にはモニタリングは自動的に無効になります。
再生中には入力信号ではなく、録音済みの信号が聴こえます。

q トラックのモニタリングは、オーディオトラックのモニタリングボタンで個別にオン /オフできます。

入力信号はメインミキサーのチャンネルストリップとマスターセクションの後でモニタリングされます。このためインサートエフェク
ト、ダイナミクス等のミキサーパラメーターすべてが適用された信号をモニタリングできます。

! 注：メインミキサーのパラメーターはモニタリング（または再生）される信号に適用されます - オーディオトラックに記録される
信号には適用されません。

ご使用のハードウェアオーディオインターフェースのスペックによってはモニタリングした信号のレイテンシーが問題となることがあ
ります。この場合、Reason Essentials プログラムを通さずにモニタリングを行ったほうが良いでしょう（つまり外部オーディオイン
ターフェース / ミキサー / プリアンプなどで直接モニタリング）。Reason Essentials を介してモニタリングしない場合は環境設定の "
オーディオ " タブの " モニタリング " セクションで " 外部 " または " 手動 " を選択します：

D Reason Essentials でオーディオトラックのモニタリングを自動的に行うには "自動 " を選択します。
トラックリストのオーディオトラックを選択、またはレコーディング有効にすると、Reason Essentials でのモニタリングが自動的
にオンになります。このモードでは手動でモニタリングをオフにすることも可能です。

D モニタリングをオンかオフで使用する場合は "手動 " を選択します。
モニタリングをご自身で設定する場合、外部ミキサーやオーディオインターフェースにてモニタリングを行う場合はこのモードを
選択します。後者では " 手動 " モードを選択し、モニタリングボタンをすべてにオフのままにします。

D Reason Essentials でオーディオトラックの自動モニタリングを行わない場合は "外部 " を選択します。
トラックリストでオーディオトラックを選択 / レコーディング有効にしても Reason Essentials のモニタリングは無効のままになり
ます。またこのモードでは手動でモニタリングを有効にすることもできません。

チューナーの使用
オーディオトラックにはチューナー機能も内蔵されています。チューナーはエレキギターなどの接続した楽器の入力ピッチを検知、表
示します。チューナーを使用するには：

1. チューナーモードをオンにするにはデバイスアイコンの下の「チューナーを有効にする」ボタンをクリックします。
入力メーターがチューナーに切り替わります。

オーディオトラックのチューナーモード

環境設定の "オーディオ "ページ
の "モニタリング "セクション
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2. 接続した楽器でノートを演奏し、チューナーを確認します。
入力ピッチが検知されるとチューナーが点灯し、チューナーの右側に表示されたノートからのピッチ差を表示します。チューナー
メーター中央の LED が正しいノートピッチを示します。チューナーメーター両端の緑色 LED は楽器をチューニングすべき方向を示
します。左側の矢印 LED はピッチを上げる、右側は下げるよう促します。

! 注：ピッチが検知されるまで入力ノートをサステインさせる必要があります。

レコーディングメーターウィンドウ

レコーディングメーターウィンドウの主なる役割は、コンピューター画面から離れていても録音レベルやチューナーの値を把握できる
ように表示することです。レコーディングメーターには、現在選択されているレコーディングが有効なオーディオトラックの入力レベ
ルメーターとチューナーの情報が表示されます。

D レコーディングメーターウィンドウを表示 / 隠すには、［F3］キーを押すか、”ウィンドウ ”メニューの ”レコーディングメーターを表
示 / 非表示 ”を選択します。

D Propellerhead Balance オーディオインターフェースを使用している場合、フロントパネルの ”Meter/Tuner” ボタンを押してレコー
ディングメーターウィンドウを開閉できます：

Propellerhead Balance の ”Meter/Tuner” ボタン

D レコーディングメーターウィンドウを移動するには、ウィンドウの背景をクリック＆ドラッグします。

D シーケンサーで複数のオーディオトラックを手動でレコーディング有効にした場合、オーディオトラック名表示の左右にある矢印
ボタンで、メーターに表示するトラックを選択できます。
デフォルトでは、シーケンサーで一番上のレコーディング有効オーディオトラックがレコーディングメーターウィンドウに表示さ
れます。
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D 選択したオーディオトラックのチューナーを表示するには、レコーディングメーターウィンドウの音叉シンボルをクリックします。
レコーディングメーターウィンドウの下部に大型のチューナーが表示されます。

チューナーの使用に関するさらなる情報は「チューナーの使用」をご参照ください。

オーディオの録音
! ソング保存にかかる時間を最低限に抑えるために、多数 / 大きいオーディオレコーディングを行う前にソングを保存することをお
奨めします。

1.「オーディオトラックの設定」の記述どおりにオーディオトラックを設定します。
2.「一般的なレコーディングの手順」の記述どおりにトラックに録音します。
3. 録音が終わるとトラックのオーディオクリップには録音したオーディオが、モノ / ステレオ入力設定に従って１つまたはふたつの
波形として表示されます：

ステレオのオーディオレコーディングを含んだオーディオクリップ

Propellerhead Balance の Clip Safe 機能を使った録音
Propellerhead Balalnce オーディオインターフェースを使って録音する場合、思わぬ入力信号のクリッピングからレコーディングを保
護するために Clip Safe 機能を使用することができます。Clip Safe を使用すると、追加のヘッドルームが得られます。つまり入力レベ
ルを細かく設定する必要がありません。もし入力信号が 0ｄB を超過してしまっても、プログラムがクリッピングを修復してくれます。

詳しくは「Propellerhead Balance での ”Clip Safe”（クリップセーフ）機能の使用」をご参照ください。

! 注：Clip Safe 機能はひとつのモノ（ひとつのオーディオ入力）オーディオトラックで録音するときのみ使用できます。

Clip Safe 機能は次の手順で設定、有効化します：

1. 録音をするオーディオトラックを選択します。
2. ポップアップリストからオーディオ入力を選択します。
! 注：Clip Safe 機能は Balance In L または R（モノ入力）でのみ使用できます。

ステレオオーディオイベント
を含んだオーディオクリップ
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3. Balance のフロントパネルで ”Clip Safe” ボタンを押します。
Propellerhead Balance オーディオインターフェースの ”Clip Safe”LED が緑色に点灯します。オーディオトラックの入力レベルメー
ターの右に ”CS” インジケーターが表示されます：

Propellerhead Balance インターフェースの ”Clip Safe”LED と、オーディオトラックの ”CS” インジケーター

4.「一般的なレコーディングの手順」の手順どおりにトラックに録音します。
! Clip Safe 機能を使用する場合でも最大 -12ｄBを目安に録音レベルを設定することを推奨します。入力レベルが高いとトラックの
オーディオの音量も大きくなり、他のインストゥルメントトラックとのミックスが難しくなる可能性があります。

Clip Safe 機能がオンの場合、オーディオトラックの入力メーターと、レコーディングメーターウィンドウのレベルメーターの赤い
LED は黄色に切り替わります。またレコーディングメーターウィンドウの右上にも Clip Safe シンボルが表示されます：

オーディオトラックの入力メーターとレコーディングメーターで、赤色 LED の替わりに黄色の LED を表示。

5. 録音が終わると、録音されたオーディオが波形としてクリップ内に表示されます。
オーディオクリップの上部にある赤い縦線は、入力信号が 0ｄB を超過したため Clip Safe が実行された位置を示します。また選択
されたオーディオクリップの右上には修復（”CS”）ボタンが表示されます：

Clip Safe 機能を使って録音されたオーディオ

6. トラックを再生し、信号がクリッピングしている場所を確認します。
再生ヘッドがオーディオクリップの赤い縦線を通過する際にクリッピングが聞こえるはずです。ただし軽いクリッピングの場合は
聞こえないこともあります。

7. 必要な場所で Clip Safe オーディオを使うことで永久的にオーディオクリップを修復するには、オーディオクリップの右上にある修
復（”CS”）ボタンをクリックします。または ”編集 ” メニューか、オーディオクリップのコンテクストメニューから ”Heal Clip 
Safe Clips” を選択します。
これの操作によりクリッピング / 歪んだ部分は、「パッド」された Clip Safe オーディオに置き換えられ、レコーディングからクリッ
ピングや歪みがなくなります。またオーディオクリップの上部と修復（”CS”）ボタンが消えます。

q 波形ズームレベルボタンでズームアウトし、修復された波形全体を確認しても良いでしょう（「波形ズームモード」参照）。

D 修復操作は複数の選択されたオーディオクリップに同時に適用することができます。この場合はまず希望するクリップを選択して
から、いずれかのオーディオクリップの修復（”CS”）ボタンをクリックします。

D Clip Safeバージョンを取り除き、クリッピング/歪んでしまったオーディオを保持するには、 [Cmd](Mac)/[Ctrl](Win)+Zで修復操作を
取り消します。

D Clip Safe オーディオを永久的に消去し、クリッピング / 歪んでしまったオーディオを保持するには、”編集 ” メニューかオーディオク
リップのコンテクストメニューから ”Delete Clip Safe Audio” を選択します。

･ エディットモードでもオーディオクリップは同様の表示方法で表示されます（クリッピング /歪んだ部分は赤い縦線で示され、ク
リップオーバービューの右側に修復（”CS”）ボタンを表示）。

Clip Safe LED オン
CS インジケーターオン

0ｄBを超過した入力信号に対して Clip Safe を適用

修復ボタン
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ループモードでのオーディオレコーディング
ループモードでのオーディオ録音はソングの一部に複数テイクを録音したい場合に大変便利です。例えばソングのコーラス部分のボー
カルを複数回録音し、後で良い部分を切りつないで「完璧なコーラス」を作成したいとします。

! ソング保存にかかる時間を最低限に抑えるために、多数 / 大きいオーディオレコーディングを行う前にソングを保存することをお
奨めします。

ループモードでオーディオを録音するには：

1.「オーディオトラックの設定」の記述どおりにオーディオトラックを設定します。
2. ソングのコーラス部分を囲むように左と右ロケーターを設定します。
3. [L] キーを押すか、トランスポートパネルの "Loop"（ループ オン / オフ）ボタンをクリックしてループ機能をオンにします：

トランスポートパネルでループモードをオン

4. トランスポートパネルの "L" ボタンをクリックしてソングポジションポインターを左ロケーターに移動します。

5.「一般的なレコーディングの手順」の記述どおりにトラックに録音します。
6. トラックにボーカルを録音します。

ソングポジションポインターが右ロケーターにたどり着くと、録音は再度左ロケーターから開始され、テイク２を録音できます。
前のテイクで録音したオーディオは聞こえませんが、バックグラウンドでコンプ列に保存されています。

好きなだけテイクを重ねます。

7. 録音が終わるとトラックのオーディオクリップには最後に録音したオーディオテイクが、モノ / ステレオ入力設定に従って１つま
たはふたつの波形として表示されます。

8. 編集するためにダブルクリックしてオーディオクリップを開きます。
オーディオクリップはエディットモードで開き、自動的にコンプモードが選択されます。各ループサイクル（テイク）につき１つ
のコンプ列があります：

ループモードで５ループサイクル（テイク）録音されたオーディオ

ここから簡単に一番良い部分を切りつないで最終クリップを作成できます。詳しくは「コンプしたオーディオクリップの作成」を
ご参照ください。

! Propellerhead Balance オーディオインターフェースで Clip Safe 機能を使って録音した場合、クリッピングした部分は各コンプ列
の上に赤い縦線として示されます。これらは、修復（”CS”）ボタンをクリックするか、”編集 ” メニューかオーディオクリップのコ
ンテクストメニューから ”Heal Clip Safe Clips” を選択することで、すべてのコンプ列で一度に修復することができます。

ステレオレコーディングを含ん
だオーディオコンプ列

ステレオレコーディングを含ん
だオーディオクリップ（最後の
テイク）
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"Dub"（オーバーダブ）機能でオーディオをオーバーダブ
テープレコーダーの時代ではオーバーダブという作業で、更なるトラックに追加テイクを録音しました。例えばボーカルのコーラス
パートでは同じ歌手を数回、それぞれ別々のトラックにオーバーダブしました。Reason Essentials でのオーバーダブもこれに似ていま
すが、さらに操作性が高く、事後の編集も容易になっています。

D オーディオトラックに最初のテイクを録音した後、トランスポートパネルの "Dub" ボタンをクリックします。
これにより元のオーディオトラック設定（インサート FX などチャンネルストリップ設定を含む）を適用した、新しいオーディオト
ラックが作成されます。「オーディオの録音」と「ループモードでのオーディオレコーディング」の記述通りに新しいオーディオト
ラックに録音できます。録音後、新しいトラックと元のトラックは個別に編集できます。

q「オーバーダブ」機能は録音中でも使用できます。

"Alt"（別テイク）機能でオーディオトラックを複製
「別テイク」は「"Dub"（オーバーダブ）機能でオーディオをオーバーダブ」に記述された「オーバーダブ」機能に似た機能です。この
機能は選択されたオーディオトラックの設定を適用した新しいオーディオトラックが作成されます。「オーバーダブ」との唯一の違い
は、「別テイク」では元のオーディオトラックがミュートされることです。

D 複製するオーディオトラックを選択し、トランスポートパネルの "Alt" ボタンをクリックします。
元のオーディオトラックの設定（インサート FX などチャンネルストリップ設定を含む）を適用した新しいオーディオトラックが作
成されます。「オーディオの録音」と「ループモードでのオーディオレコーディング」の記述通りに新しいオーディオトラックに録
音できます。録音後、新しいトラックと元のトラックは個別に編集できます！

q「別テイク」機能は録音中でも使用できます。

既存オーディオクリップへの 録音
オーディオトラックで既存のクリップの上を録音すると、新しいレコーディングは既存レコーディングに取って代わります（削除はし
ません）。この後エディットモードでオーディオクリップを開くと、ループモードでのオーディオ録音（「ループモードでのオーディオ
レコーディング」」参照）と同じように、各テイクごとにコンプ列があるのを確認できます。

次の例で見てみましょう：

下図では 1-8 小節に元のオーディオクリップがあります：

オーディオトラックと既存のクリップ

これから 5-6 小節目の部分を録り直し（再録音）します。ソングポジションポインターを５小節目に移動し、２小節録音します：

5-6 小節に新しく録音

新しいレコーディングは元のクリップの上に配置されます。つまり元のクリップは５小節の頭から６小節の終わりまで新しいレコー
ディングに取って変えられています。

新しいレコーディング
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クリップをダブルクリックしてエディットモードで開きます：

エディットモードで、元と新しいレコーディング

新しいレコーディングは元のレコーディングの 5-6 小節目を取って変えます。ですが元のレコーディングの 5-6 小節は変更されたわけ
ではなく、保持されています。元のオーディオレコーディングはすべてコンプ列 "Take 1" に、新しいレコーディングはコンプ列 "Take 
2" に配置されます。結果としてクリップは 1-4 と 7-8 小節では "Take 1"、5-6 小節では "Take 2" のレコーディングを再生します。

個別テイクを部分ごとに選び出して最適なクリップを作る方法は「コンプしたオーディオクリップの作成」をご参照ください。

ミックスチャンネル出力のオーディオの録音
オーディオインターフェースに入力された「外部」信号の録音はもちろん、ミックスチャンネルやオーディオトラックデバイス出力な
どの内部オーディオも録音できます。この機能の一般的な使用例としては、エフェクトをかけたオーディオトラックの再録音や、イン
ストゥルメントやオーディオトラックにライブでエフェクトやパラメーターを操作した音の録音などがあります。

q インストゥルメントトラックのオーディオ出力を、エフェクト等のライブ操作なしでそのままオーディオトラックに録音する場合
は「ミキサーチャンネルをバウンス」機能が便利です（「ミキサーチャンネルのバウンス」参照）。

次の例では ID8 デバイスの出力オーディオの録音について解説しますが、基本的な操作方法は他の録音作業でも同じです：

1.「インストゥルメントトラックの作成」の記述通りに、録音したいインストゥルメントデバイス用のインストゥルメントトラックを
作成します。
この操作ではインストゥルメントトラックにはレコーディングしません。しかしインストゥルメントデバイスをマスターキーボー
ドで演奏するためにインストゥルメントトラックが必要になります。

2.「オーディオトラックの作成」の記述通りにオーディオトラックを作成します。
3. ラックで ID8 インストゥルメントデバイスに接続されたミックスチャンネルを見つけ、"Rec Source" ボタンをクリックします。

ミックスチャンネルデバイスの "Rec Source" ボタンはミックスチャンネルデバイスに接続されているデバイスのリアルタイムオー
ディオ録音に使います。

オーディオトラックデバイスの "Rec Source" ボタンはオーディオトラックのリアルタイム録音に使います。

ラックのミックスチャンネルデバイスの "Rec Source" ボタンを有効化

元のレコーディングで取って変えられた部分

新しいレコーディング
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4. オーディオトラックで「オーディオ入力を選択」ポップアップリストから "ステレオ入力 "と "ID8 1" を入力ソースとして選択しま
す。
"Rec Source" ボタンがオンになっているすべてのミックスチャンネルとオーディオトラックデバイスがリストされます。この例で
は "ID8 1" のミックスチャンネルの "Rec Source" ボタンのみがオンになっています。

「オーディオ入力を選択」ポップアップリストで " ステレオ入力 " と "ID8 1" を入力ソースとして選択

5. インストゥルメントトラック（この例では ID8 1）を選択して、マスターキーボード入力をアサインします（デバイスアイコンが赤
い枠で囲まれます）。さらに「録音有効」ボタンをオフにします。

ID8 1 トラックを選択し、録音有効ボタンをオフにする

6. オーディオトラックに移動し、録音有効ボタンをクリックしてオンにします。

ディスクチャンネルトラックの録音有効ボタンをオンにする

! マスターキーボードをオーディオトラックにアサインしないでください - オーディオトラックでは「録音有効」ボタンをクリック
するだけです。マスターキーボード入力は ID8 1 インストゥルメントトラックにアサインされたままにします。
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7. マスターキーボードを演奏し、ミキサーの ID8 1 ミックスチャンネルストリップのレベルフェーダーで、オーディオトラックへの
信号レベルを調整します。

オーディオトラックへのインストゥルメントのレベルの調整

! インストゥルメントデバイスのボリュームを -0.0dB、相当するミキサーのミックスチャンネルストリップのレベルフェーダーも -
0.0dB に設定すると、多くの場合は信号クリッピングを回避できる最適の設定になります。外部オーディオの録音と同様、クリッ
ピングの有無はトラックの入力メーターで確認します。

8.「オーディオの録音」の記述通り、オーディオトラックへの録音を始めます。
q 以上の録音方法を用いれば、インストゥルメントトラックに既にレコーディングされているノートクリップのオーディオを録音す
ることもできます。

複数のオーディオトラックのミックスを録音
さらに便利なのは、録音されたオーディオトラックのミックスを新しい追加オーディオトラックへリアルタイムで録音できる機能で
す。この作業は「ステム」や「サブミックス」の録音と言います。例えばバックボーカルが４トラックあり、これらを新しいオーディ
オトラックにミックスダウン（ミックスして録音）したいとします：

1.「オーディオトラックの作成」の記述取りに新しいオーディオトラックを作成します。
このトラックにミックスダウンを録音します。識別しやすいようにトラック名を "Mixdown" にします。

2. ラックのマスターセクションデバイスを見つけ、"Rec Source" ボタンをクリックします。

マスターセクションデバイスの "Rec Source" ボタン

これによりマスターセクションの出力を新しいオーディオトラックに録音できます。
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3. ラックでバックボーカルのオーディオトラックデバイスを、もしくはミキサーで相当するチャンネルストリップを見つけ、これら
の「ソロ」ボタンをクリックします。

４つのバックボーカルのオーディオトラックデバイスをソロ

この例では４つのバックボーカルトラックをマスターセクションの出力から録音するため、バックボーカルトラックのみが再生さ
れるようにします。他のトラックはすべてミュートしなければなりません。

4. シーケンサーで "Mixdown" トラックを選択し、「オーディオ入力を選択」ポップアップリストから "ステレオ入力 "と " マスター
セクション "を入力ソースとして選択します。

オーディオ入力ソースとして " ステレオ入力 " と " マスターセクション " を選択

" ステレオ入力 " を選択するとミックスダウンオーディオトラックに録音する前に、バックボーカルをステレオ音場内でパンニング
できます。

5. 必要であれば各バックボーカルトラックのチャンネルストリップでパラメーターを調整します。
q ステレオ音場で各トラックを配置するにはパンニングを設定します。
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6. シーケンサーの "Mixdown" トラックを選択し、トランスポートパネルの「録音」ボタンをクリックしてミックスダウンの録音を開
始します。

４つのバックボーカルトラックのミックスダウンを "Mixdown" トラックに録音

q 録音中にバックボーカルトラックのチャンネルストリップパラメーターを操作すれば、「ライブ」ミックスを作成できます。

7. ミックスダウンの録音が終わったらトランスポートの「停止」ボタンをクリックします。
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8. ミックスダウントラックを使ってソングを再生する前に、４つのバックボーカル オーディオトラックデバイス / チャンネルスト
リップのソロを解除します。またサウンドが重複しないように元の４つのバックボーカルトラックをミュートします。

元のバックボーカルトラックをミュートし、ミックスダウントラックでソングを再生

q １つのオーディオトラックに複数のミックスチャンネルを録音するに、サブミキサーを設定できます（「サブミキサーの作成」参
照）。
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ノートレコーディングの詳細
ノートイベントはインストゥルメントデバイスのためにレコーディングでき、ノートクリップに含まれます。モジュレーションホイー
ル、ピッチベンド、アフタータッチイベントのようなパフォーマンスコントローラーイベントもインストゥルメントデバイスのために
ノートクリップにレコーディングできます（「パラメーターオートメーション レコーディングの詳細」参照）。

インストゥルメントトラックの 設定
シーケンサートラックにインストゥルメント用のノートをレコーディングするには、「インストゥルメントトラックの作成」 の記述通
りにインストゥルメントトラックを作成する必要があります。インストゥルメントトラックには自動的にマスターキーボード入力がア
サインされ、ノートレーンが自動的にレコーディング有効になります。インストゥルメントトラックには MIDI イベントのみ（オー
ディオはなし）がレコーディングされるため、オーディオレベルの調整などは不要です。これらは後で調整できます。

「レコーディング中にクオンタイズ」について

トランスポートパネルの ”Q Rec”（レコーディング中にクオンタイズ）ボタン

入力 MIDI ノートをレコーディングと同時にクオンタイズできます。これによりレコーディングされたノートイベントの始点は指定さ
れたグリッドに揃えられます。詳しくは 「ノートのクオンタイズ」をご参照ください。

ノートのレコーディング
1.「インストゥルメントトラックの 設定」の記述通りにインストゥルメントトラックを設定します。
2.「一般的なレコーディングの手順」の記述通りにトラックをレコーディングします。
3. レコーディングが終わると、レーンのノートクリップにはレコーディングされたノートイベントがピアノロール形式で表示されま
す。

ノートイベントを含んだノートクリップ

ノートクリップの始点と終点は自動的に最も近い小節線にスナップするため、後でのアレンジ（移動等）がしやすくなります。

! MIDI イベント（ノートやパフォーマンスコントローラー）がレコーディングされなかった場合、「停止」をクリックした後にク
リップは自動的に削除されます。

q 鉛筆ツールを用いて手書きでノートを描き込むこともできます（「ノートの描画」参照）。

ループモードでのノートのレコーディング
ループモードでノートレーンにレコーディングすると、ソング内の指定した範囲内にノートを続けて追加できます：

1.「インストゥルメントトラックの 設定」の記述通りにインストゥルメントトラックを設定します。
2. 左と右ロケーターで希望する範囲を指定します。
3. [L] キーを押すか、トランスポートパネルの "Loop On/Off" ボタンをクリックしてループ機能を有効にします。

トランスポートパネルでループモードをオン

ノートイベントを含んだノートクリップ



シーケンサーでのレコーディング134

4. トランスポートパネルの "L" ボタンをクリックして、ソングポジションポインターを左ロケーターに移動します。

5.「一般的なレコーディングの手順」の記述通りにトラックをレコーディングします。
ソングポジションポインターが右ロケーターにたどり着くと、左ロケーターから再度レコーディングが始まり、ノートを追加レ
コーディングできます。新しくレコーディングしたノートは既にレコーディングされたものに追加されます。さらにレコーディン
グ中にはすべてのノートが再生されます。

好きなループ回数だけレコーディングを続けます。

既存のノートクリップの上、または中にレコーディング
既存のノートクリップの上、または中にレコーディングすると新しいノートイベントは既にレコーディングされているイベントに追加
されます（「ループモードでのノートのレコーディング」参照）。しかし新しいレコーディングの始点が元のクリップより前の時点にあ
り、さらに元のクリップの始点を超えた場合は新しいクリップが作成され、元のクリップを巻き込みます。次の例を見てみましょう：

下図では 4-13 小節にノートクリップがあります：

ノートレーンと既存クリップ

次に最初の４小節にイントロをレコーディングします：

同じノートレーンの 1-4 小節に新しいノートクリップをレコーディング

新しいノートクリップは一部、元のクリップの上にレコーディングされています。つまり元のクリップの始点から４小節の終わりまで
が巻き込まれています。これにより元のクリップの第４小節にあったノートイベントはすべて新しいクリップの第４小節に含まれま
す。また元のクリップの始点は５小節に移動されます。

! マスクされたクリップの上をレコーディングし、新しいクリップがマスクされたイベントを巻き込んだ場合、これらマスクされた
イベントは削除されます！マスクされたイベントについては「マスクされたレコーディングやイベントについて」 をご参照くださ
い。

q インストゥルメントトラックのオーバーダブには「オーバーダブ」または「別テイク」機能を使って追加レーンを作成し、そこに
新しいクリップをレコーディングする方法がより便利です（「Dub/Alt（オーバーダブ /別テイク）機能を使ったノートのレコー
ディング」参照）。この方法では各テイクで何を追加したか明確に把握できます。
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Dub/Alt（オーバーダブ /別テイク）機能を使ったノートのレコーディング
インストゥルメントトラックに追加の MIDI イベントをレコーディングする際、"Dub"（オーバーダブ）と "Alt"（別テイク）を使用す
ると便利です。

"Dub"（オーバーダブ）機能
"Dub"（オーバーダブ）機能は「オーバーダブ」を行うため、レコーディングが有効になったノートレーンを追加します。インストゥ
ルメントトラックの既存ノートがある位置に追加レコーディングをするとき、元のクリップではなく新しいレーンにノートを追加した
い場合はこの機能を使用します。すべてのノートレーンが再生されます。

"Dub" 機能でオーバーダブ用の追加レーンをふたつ作成。ループモードはオフ

"Dub" 機能でオーバーダブ用の追加レーンをふたつ作成。ループモードはオン

q 録音中でも "Dub" ボタンを使って新規ノートレーンを追加できます。

"Alt"（別テイク）機能
"Alt"（別テイク）機能は別テイクを録るため、レコーディングが有効になったノートレーンを追加します。同時に前のノートレーンま
たは左右ロケーターの間のクリップ（ループモードがオン、かつソングポジションポインターが左右ロケーターの間にある場合）は
ミュートされます。最後に追加されたノートレーンのみが再生されます。

! 注：ループがオンで、ソングポジションポインターがロケーターの間に位置している場合、レーン自体ではなくロケーター間のク
リップがミュートされます。
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以下は ”Alt" 機能の２つの活用例です：

"Alt" 機能で別テイク用の追加レーンをふたつ作成。ループモードはオフ

ループモードがオフのときに "Alt" 機能を使うと、前のノートレーンが自動的にミュートされます。

"Alt" 機能で別テイク用の追加レーンをふたつ作成。ループモードはオン

ループモードがオンのときに "Alt" 機能を実行するとノートレーン自体ではなく、ロケーター間のクリップがミュートされます。上図
のようにロケーターが既存クリップの中にある場合、"Alt" ボタンはまずクリップのロケーター間の部分を分割してからミュートしま
す。

q 録音中でも "Alt" ボタンを使って新規ノートレーンを追加できます。

パラメーターオートメーション レコーディングの詳細
Reason Essentials ではほぼすべてのデバイスとチャンネルストリップパラメーターにオートメーションをかけることが可能で、完全に
オートメーションされたミックスを作成することもできます。これにはシーケンサーでパラメーターイベントをレコーディングしま
す。またシーケンサーテンポのオートメーションもレコーディングできます（「テンポオートメーションのレコーディング」参照）。

パフォーマンスコントローラー vs. トラックパラメーターオートメーション
パラメーターオートメーションのレコーディングは２つの方法で行えます：パフォーマンスコントローラー オートメーションまたは
トラックパラメーター オートメーションとして。

･ パフォーマンスコントローラー オートメーションはノートイベントと共に、ノートレーンのノートクリップにレコーディングされ
ます。
演奏中に操作したスタンダード MIDI パフォーマンスコントローラーはパフォーマンスコントローラー オートメーションとして
ノートクリップにレコーディングされます。ノートレーンのクリップはノートイベントとパフォーマンスコントローラー オート
メーションイベントを含むことができます。

･ トラックパラメーター オートメーションは、オートメーションされたパラメーターごとに個別のパラメーターオートメーション
レーンをトラックに作成します。

どちらの方法を使用するかは作業の好みにもよります。主なる違いは以下のとおりです：

ミュートされたノートレーン

ミュートされたノートクリップ
分割されミュートされた 
ノートクリップ
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･ パフォーマンスコントローラー オートメーションでは、ノートイベントと共にオートメーションデータをノートクリップに含める
ことができます。
パフォーマンスコントローラー オートメーションの主なる機能は、ノートクリップの中にノートと共に存在するという点です。
ノートクリップを移動するとパフォーマンスコントローラー オートメーションも一緒に移動されます。そのためコントローラー
チェンジが「ノートパフォーマンス」の一部である場合（例：ピッチベンド、サステインペダル等）、パフォーマンスコントロー
ラーとして扱うと良いでしょう（「パフォーマンスコントローラー オートメーションのレコーディング」参照）。

･ パラメーターチェンジがサウンドデザインやミックスのためである場合（例：フィルターをゆっくり開く、レベルをゆっくり変え
る）、トラックパラメーター オートメーションとして扱うと良いでしょう。
トラックパラメーター オートメーションはトラック上の個別レーンにレコーディングされます（各オートメーション可能なパラ
メーターにつき１つのレーン）。トラックパラメーター オートメーションクリップは個別に移動でき、ノートクリップから独立して
います。「パラメーターオートメーションのレコーディング」をご参照ください。

パフォーマンスコントローラー オートメーションのレコーディング
ノートレーンへレコーディング中に MIDI パフォーマンスコントローラーを使用すると、これらは自動的にクリップに追加されます。
通常、パフォーマンスコントローラーはノートのレコーディングと同時に、演奏の一部として行うため、この動作は理に適っていると
言えます。スタンダード MIDI パフォーマンスコントローラーとはピッチベンド、モジュレーションホイール、サステインペダル、ア
フタータッチ、ブレスコントロール、エクスプレッションです。

D スタンダードパフォーマンスコントローラー オートメーションをレコーディングするには「ノートのレコーディング」の手順に従
います。
ノートクリップにパフォーマンスコントローラーをレコーディングした場合、クリップにはノートデータの他にオートメーション
カーブが表示されます。

パフォーマンスコントローラーはノートクリップ内に曲線として表示されます。上の図ではモジュレーションホイール、ピッチベンドとサステインペ
ダルが使用されています

オートメーションされたデバイスパネルのコントローラーには緑色の枠線が表示されます。

ピッチベンドとモジュレーションホイールパラメーターはオートメーションされているため、緑色の枠線で囲まれています

! レコーディングを停止した後、停止を再度クリックするか、トランスポートパネルのオーディオメーターの上の "Automation 
Override"（オートメーションの上書きをリセットする）インジケーターをクリックするまでデバイスパネルに緑色の枠線は表示さ
れません。

トランスポートパネルのオートメーションオーバーライド インジケーター

コントローラータイプによって、クリップ内の表示形式が異なります。二極性のコントローラー（ピッチベンドなど）のゼロ
（ピッチベンドなし）は中央に位置し、操作すると上下にカーブが描かれます。正値のみのコントローラー（モジュレーションホ
イールなど）のゼロは一番下になり、操作すると上へカーブが描かれます。オン / オフ値のみのコントローラー（サステインペダ
ルなど）は四角形のカーブとして現されます（オン - ホールド - オフ）。
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･ ノートクリップをダブルクリックしてエディットモードで開くと、レコーディングされたデータはエディットペーンで、それぞれ
個別のパフォーマンスコントローラー エディットレーンに表示されます。

エディットモードではパフォーマンスコントローラー オートメーションは個別のエディットレーンに入ります

q ノートとパフォーマンスコントローラーは別々にレコーディングすることもできます。つまり最初に１つのノートレーンにノート
をレコーディングし、次に別のノートレーン（同じインストゥルメントトラック上）にパフォーマンスコントローラーをレコー
ディングできます。オートメーションはそれぞれ個別のレーンのクリップ含まれ、別々に移動やミュートなどができます。

! もし複数のノートレーンにパフォーマンスコントローラー オートメーションがある場合、一番上のレーンが優先されます（「複数の
レーンのパフォーマンスコントローラー オートメーションについて」参照）。

q また鉛筆ツールを用いて手書きでパフォーマンスコントローラー イベントを書き込むことも可能です（「パラメーターオートメー
ションイベントの描画」参照）。

パラメーターオートメーションをノートクリップにレコーディング
スタンダードパフォーマンスコントローラー（ピッチベンド、モジュレーションホイール等）以外にも、インストゥルメントデバイス
のパラメーターのオートメーションをノートクリップにレコーディングできます：

1. ” オプション ”メニューから ”ノートクリップにオートメーションをレコード ”を選択します。

2.「ノートのレコーディング」の記述に従ってノートレーンにレコーディングしている間に、ラックのインストゥルメントデバイスパ
ネルのパラメーターを操作するか、MIDI コントローラーを使用します（「Remote - デバイスの演奏と制御」参照）。
操作したデバイスパラメーターはパフォーマンスコントローラー オートメーションのようにノートクリップにレコーディングされ
ます。

オートメーションされたデバイスパラメーターには緑色の枠線が表示されます。

! レコーディングを停止した後、停止を再度クリックするか、トランスポートパネルのオーディオメーターの上の "Automation 
Override"（オートメーションの上書きをリセットする）インジケーターをクリックするまでデバイスパネルに緑色の枠線は表示さ
れません。

q この方法はノートクリップにすべてを収められるメリットもありますが、次のデメリットもあります。この方法でレコーディング
されたデバイスパラメーターは、トラックパラメーター オートメーションのような概要の表示ができません。またパラメーター
オートメーションレーンの個別ミュートや、個別移動もできません。

! １つのパラメーターのトラックパラメーター オートメーションとノートクリップのオートメーションが重複してしまう状態もあり
得ます。この場合、トラックパラメーター オートメーションがノートクリップ オートメーションより優先されます。トラックパラ
メーター オートメーションクリップが終わると、ノートクリップのオートメーションが再度適用されます。

パフォーマンスコントローラー 
エディットレーン
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パフォーマンスコントローラー オートメーションを既存クリップの上、または中
にレコーディング
･ パフォーマンスオートメーションデータを含んだノートクリップの上をレコーディングし、かつその際に既に使用されているパ
フォーマンスコントローラーを操作した場合、その時点からレコーディング終了点まで新しいパフォーマンスイベントが適用され
ます。
ただし新しいレコーディングが元のクリップの始点より前から始められた場合は新しいクリップが作成され、元のクリップを巻き
込みます。新しいオートメーションデータは既存のデータを上書きしますが、既存のノートイベントは保持されます（「パラメー
ターオートメーションを既存クリップの上、または中にレコーディング」と「既存のノートクリップの上、または中にレコーディ
ング」をご参照ください）。

複数のレーンのパフォーマンスコントローラー オートメーションについて
１つのトラックの複数レーンに、パフォーマンスコントローラー オートメーションを含んだ複数の有効な（ミュートされていない）
ノートクリップがあり、さらにこれらノートクリップの位置に重複する部分がある場合、次の規則に従います：

･ 一番上のクリップのパフォーマンスコントローラーが、その下に重複する同タイプのパフォーマンスコントローラーより優先され
ます：

"Lane 1" と "Lane 2" のクリップにはそれぞれモジュレーションホイール オートメーションがあります - "Lane 1" にはさらにピッチ
ベンドとサステインペダル オートメーション、そしてノートイベントがあります。この場合 "Lane 2" クリップの範囲内では "Lane 
2" のモジュレーションホイール オートメーションが適用されます。"Lane 2" クリップが終わると "Lane 1" のモジュレーションホ
イール オートメーションが適用されます。

パラメーターオートメーションのレコーディング
パラメーターオートメーションはデバイスとチャンネルストリップパラメーターの標準オートメーション方法です。オートメーション
された各デバイス / チャンネルストリップパラメーターにはそれぞれ専用のオートメーションレーンがあります。またトランスポート
パネルのテンポのオートメーションもレコーディングできます。詳しくは「テンポオートメーションのレコーディング」をご参照くだ
さい。

パラメーターオートメーションのレコーディングを始める前に
デバイス / チャンネルストリップパラメーターのオートメーションのレコーディングを始まる前に、必要であれば適当な初期値または

「固定値」を設定できます。固定値とはオートメーションされていない位置で使用されるパラメーター値を指します。この理由は：

例えばミキサーチャンネルストリップのフェーダー操作をレコーディングしてフェードアウトを作成するとします。この場合、最初に
フェーダーを正しい固定値（つまりフェードアウトを始める前のフェーダー値）に設定する必要があります。フィルタースイープを作
る場合も同じことが言えます：まずフィルターフリケンシーの通常の値を設定してから、フィルタースイープをレコーディングしま
す。これにより固定値のみでミックスを作ってから、パラメーターオートメーションを追加できます。このときオートメーションされ
ていない部分は固定値を維持します。

q 固定値はいつでも変更できます。エディットモードでオートメーションクリップを開いて変えられます（「エディットモードでのパ
ラメーターオートメーションの編集」参照）。
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パラメーターオートメーションのレコーディングの手順
1. パラメーターオートメーションをレコーディングするデバイス用のシーケンサートラックがあるかご確認ください。

オーディオトラックデバイスとインストゥルメントデバイスを作成すると同時にシーケンサートラックも自動的に作成されます。
ミックスチャンネルとエフェクトデバイスには自動的にシーケンサートラックは作成されません。パラメーターオートメーション
用のトラックを作成するにはデバイス / チャンネルストリップパラメーターを右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）し
てポップアップメニューから " オートメーションを編集 " を選択します。

2.「パラメーターオートメーションのレコーディング有効化」の記述通りにパラメーターオートメーションのレコーディングのための
トラック設定を行います。 .
トラックにノートレーンがあり、ノートのレコーディングは行わない場合は有効なノートレーンの「レコーディング有効」ボタン
をオフにします（ノートとパラメーターオートメーションを同時にレコーディングする場合はオンにします）。

! 注：パラメーターオートメーションをレコーディングをするには、トラックが選択されている、またはマスターキーボード入力が
アサインされている必要はありません。「オートメーション録音の有効」ボタンはマスターキーボード入力から完全に独立していま
す。ただ、コントロールサーフェスやMIDI コントローラーキーボードなどからパラメーターを調整する場合は、マスターキーボー
ド入力のトラックへのアサインが最も簡単な方法です（「マスターキーボード入力」参照）。

3.「一般的なレコーディングの手順」の記述通りにトラックをレコーディングします。
4. ラック / ミキサーでデバイス /チャンネルストリップのパラメーターを操作してパラメーターオートメーションをレコーディングし
ます。
レコーディング中に希望するパラメーターをデバイスパネルや MIDI コントロールサーフェスから調整します。デバイスのパラメー
ターはすべてオートメーション可能です - 調整したパラメーターにはそれぞれ個別のパラメーターオートメーションレーンとクリッ
プが作成され、操作を始めた時点からレコーディングが開始されます。

5. 変更が終わったらトランスポートパネルの「停止」ボタンをクリックしてレコーディングを終えます。
アレンジモードでは、パラメーターオートメーションクリップに、レコーディングされたパラメーターオートメーションイベント
がカーブや線としてクリップに表示されます。

トランスポートパネルの「停止」ボタンを再度クリックするか、トランスポートの "Automation Override"（オートメーションの上
書きをリセット）インジケーターをクリックすると、デバイスのオートメーションされたパラメーターは緑色の枠線で囲まれます。

レコーディングされた部分を再生するとオートメーションされたパラメーターは自動的に変更します。クリップ境界外ではパラ
メーターの初期値（レコーディング前に設定されていた固定値）が適用されます。

q また鉛筆ツールを用いて手書きでパラメーターオートメーション イベントを書き込むことも可能です（「パラメーターオートメー
ションイベントの描画」参照）。

ループモードでのパラメーターオートメーションのレコーディング
ループモードでのパラメーターオートメーションのレコーディングは通常の「非ループ」レコーディングとほぼ同じです（「パラメー
ターオートメーションのレコーディング」参照）。ただしループ範囲が繰り返されるたびに変更されたパラメーター値は既存の値を上
書きします。

パラメーターオートメーションを既存クリップの上、または中にレコーディング
既存のオートメーションクリップの上または中にパラメーターオートメーションイベントをレコーディングした場合、既存のオート
メーションイベントは上書きされます。ただし新しいレコーディングが元のクリップの始点より前から始められた場合は新しいクリッ
プが作成され、元のクリップを巻き込みます。新しいクリップが終わると元のクリップのオートメーションが再度適用されます。

既存クリップのオートメーションの一部分をやり直す必要がある場合は、単にオートメーションをレコーディングします：

1.「パラメーターオートメーションのレコーディングの手順」の記述通りにレコーディングを設定 /開始します。
パラメーター値を変えない限り、既存のオートメーションデータが再生され、何も変更されません。

パラメーターオートメーションクリップ
に含まれたパラメーターイベント



シーケンサーでのレコーディング 141

2. 希望する時点からパラメーターを操作します。
パラメーター値の変更を始めると同時にトランスポートパネルの "Automation Override" インジケーターが点灯します。

トランスポートパネルのオートメーションオーバーライド インジケーター

この時点以降は新しいオートメーション値が既存のオートメーション値を上書きします。既存クリップに対するオートメーション
レコーディングはノートイベントのレコーディングと異なります。ノートイベントのレコーディングでは既存のノートイベントは
そのまま保持されますが、パラメーターオートメーションの「オーバーダブ」では既存のオートメーション値は上書きされていき
ます。オートメーションクリップは理論的に「オーバーダブ」できません。なぜなら１つのパラメーターに特定の位置で複数の値
を適用することはできないからです。

3. 終わったらトランスポートパネルの「停止」ボタンをクリックしてレコーディングを終了します。
パラメーターの変更を始めた時点からレコーディングを停止した位置までのオートメーション値がこれで置き換えられます。
"Automation Override" インジケーターはまだ点灯していますが、トランスポートパネルの「停止」または「再生」をクリックすれ
ば消えます。

D またレコーディング中でも "Automation Override" インジケーターをクリックできます。

これでパラメーターは既存値に「リセット」され、レコーディングは終了します（リセットを実行した位置から既存のオートメー
ションが有効になります）。レコーディングモードを継続している場合、パラメーターを調整すると "Automation Override" インジ
ケーターが再度点灯します。

再生中にオートメーションされたパラメーターを調整 - 「ライブモード」
オートメーションされたデバイス / チャンネルストリップパラメーターであっても再生中に「つかんで」調整できます。この際レコー
ディングされているオートメーションはオーバーライドされます：

1. 再生中にオートメーションされたパラメーターを調整します。
トランスポートパネルの "Automation Override" インジケーターが点灯します。

この時点以降はこのパラメーターの既存オートメーションは一時的に無効になります。

2. 既存オートメーションを再度有効にするには "Automation Override" インジケーターをクリックします。
パラメーターの制御はシーケンサーのパラメーターオートメーションレーンに戻ります。

q パラメーターのオートメーションの一時的な無効化はシーケンサーのパラメーターオートメーションレーンの "On" ボタンをクリッ
ク（ボタンは消灯します）してでも実行できます（「パラメーターオートメーションレーンのミュート」参照）。
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複数のトラックのパラメーターオートメーションのレコーディング
マスターキーボードは一度に１つのトラックにしかアサインできませんが、オートメーションは複数のトラックに同時にレコーディン
グできます。

D オートメーションをレコーディングするすべてのトラックの「パラメーターオートメーションのレコーディング有効」ボタンをオ
ンにします。
レコーディングを開始すると、オートメーションレコーディングが有効になっているすべてのトラックに、相当するラックデバイ
スのパラメーター変更がレコーディングされます。これは MIDI コントロールサーフェスの１つのコントローラーを複数のデバイス
のパラメーターにアサインしてある場合や、それぞれ異なるデバイスにアサインされた複数のコントロールサーフェスを使用して
いる場合などに便利です。詳しくは「Remote - デバイスの演奏と制御」参照）。

パターンオートメーション レコーディングの詳細
ソングに Redrum ドラムコンピューター、Matrix アナログパターンシーケンサーや Dr. Octo Rex などのパターンデバイスを使用してい
る場合、一般的には複数のパターンを使いたいと思うでしょう。これを可能にするために、シーケンサーにパターンチェンジをレコー
ディングできます。

パターンオートメーションのレコーディング
1. トラックにレコーディングを始める前に、「パラメーターオートメーションのレコーディング有効」ボタンがオンであること（赤色
に点灯）をご確認ください。
ノートレーンの「レコーディング有効」ボタンは必要でないのでオフにします。

2. ラックデバイスの ”Enable Pattern”/”Enable Loop Playback”（パターン有効）ボタンをオンにします。

Redrum（上）と Matrix（下）の ”Enable Pattern”（パターン有効）ボタン

3. パターンデバイスにて最初のパターンを選択します。
4. 希望する位置からレコーディングを開始します。

レコーディングが開始すると同時にパターンデバイスも再生開始します。デバイスのパターンを変えるまでクリップは作成されま
せんが、現在のパターンはレコーディングされています。

5. レコーディング中にデバイスパネルの「バンク」と「パターン」ボタンでパターンを変えます。
パターンまたはバンク値を変更すると、パターンレーンがトラックに作成されます。レーンにはパターンクリップが作成され、そ
のクリップにはパターンの選択がレコーディングされます。パターンの変更は若干早めに行ってください - 実際のパターンチェンジ
は次のダウンビート（シーケンサーの拍子記号設定に従う）でレコーディング / 実行されます。
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6. 終わったらトランスポートパネルの「停止」ボタンをクリックしてレコーディングを終了します。
ラックデバイスのパターン選択ボタンは緑色の枠線で囲まれ、オートメーションされていることを示します。またエディット / ア
レンジメントペーンにはパターンクリップを含んだパターンオートメーションレーンが作成されます。

パターンオートメーションレーンのパターンオートメーションクリップ

･ パターンオートメーションには「固定値」がありません。レーン上にパターンクリップがある位置でのみパターンは再生されます。
クリップのない位置ではデバイスは停止し、パターンは再生されません。

･ 各パターンチェンジはダウンビート（シーケンサーの小節の頭）にレコーディングされます。
パターンチェンジは移動 / サイズ変更できます（「パターンオートメーションの編集」参照）。 .

･ 既存のパターンチェンジ上に「パンチイン」できます。これによりパターンレーンの一部分を他のパターンで置き換えられます。
「パラメーターオートメーションを既存クリップの上、または中にレコーディング」の記述通りに行えます。

･ パターンチェンジをレコーディングした後、"パターンオートメーションをノートに変換 "機能でパターン内のノートを、メイン
シーケンサー上の普通のノートに変換できます。
これによりエディットモードでノートを編集して、無限のバリエーションを作成できます。「" パターンオートメーションをノート
に変換 " 機能」をご参照ください。 .

･ Redrum、Matrix と Dr. Octo Rex デバイスでは "パターン /ループをトラックにコピー "機能も使用できます。
この機能によって指定したパターン範囲を、新しいノートクリップにノートとして変換できます。「パターンをトラックにコピー」
をご参照ください。 .

q さらにパターンオートメーションレーンに手書きでオートメーションクリップを書き込めます（「パターンオートメーションの描
画」参照）。

テンポオートメーションのレコーディング
Reason Essentials ではシーケンサーのテンポのオートメーションをレコーディングできます。つまり希望する位置でソングをテンポを
変更できます。テンポオートメーションイベントはトランスポートトラックのパラメーターオートメーションレーンにレコーディング
します。

テンポオートメーションのレコーディング
テンポのオートメーションは他のパラメーターオートメーションとほぼ同じように行います。テンポチェンジはトランスポートパネル
のテンポ値を変えることでレコーディングします。再生するとオーディオクリップは自動的にテンポチェンジに追従します（クリップ
のストレッチを無効にした場合は追従しません - 「オーディオクリップのストレッチの無効化について」参照）。ノートクリップと
オートメーションクリップは常にテンポチェンジに従います。

テンポチェンジオートメーションは次のようにレコーディングします：

1. トランスポートパネルのテンポディスプレイで希望するソングテンポを設定します。
これが固定値となります（テンポオートメーションにクリップがない位置で使用されるソングテンポ）。
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2. [Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながらトランスポートパネルのテンポディスプレイをクリックします。
テンポトラックが選択されると同時にテンポオートメーションレーンが作成されます。またテンポディスプレイには枠線が表示さ
れ、テンポパラメーターがオートメーションされたことを示します。

3. シーケンサーでレコーディングを開始し、テンポディスプレイの値を変えることでテンポチェンジをレコーディングします。
BPM 単位でテンポチェンジを行うには上下ボタンをクリックします。テンポディスプレイの数値を直接上下にクリック＆ドラッグ
することでテンポを BPM 単位または 1/1000BPM 単位で変更します。

q さらに鉛筆ツールを用いてパラメーターオートメーションクリップにテンポオートメーションイベントを手書きで書き込めます
（「テンポオートメーションイベントの描画」参照）。

または

または
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本章について
本章ではクリップの操作とアレンジについて説明します。この章ではオーディオ、ノート、そしてパラメーターオートメーションのク
リップのアレンジについて記述されています。

この章を読む前に「シーケンサー機能」と「シーケンサーでのレコーディング」の章に記述されているシーケンサー機能と定義につい
て読んでおかれることをお勧めします。

クリップの操作
シーケンサーでのクリップのアレンジは主にアレンジモードで行いますが、操作するクリップが全て同じレーンにあるならエディット
モードでも行えます。この章では特に記述のない限り、アレンジモードでの操作について説明します。

クリップの選択
D アレンジモードでクリップを選択するにはクリップをクリックします

選択されたクリップには黒い枠と両端にサイズ変更ハンドルが現れます。エディットモードではクリップサイズ変更ハンドルはク
リップオーバービューエリアに表示されます。

アレンジモードで選択されたクリップ

D クリップの選択を解除するにはアレンジペーンの背景をクリックします。

選択されたクリップのインスペクター表示
シーケンサーインスペクターには選択されたクリップの始点と長さが表示されます。オーディオクリップを選択した場合、さらに
フェードイン、フェードアウト、レベルも表示されます。複数のクリップを選択した場合、最初（または一番上）の選択クリップの値
が表示されます。

オーディオクリップを選択した際のインスペクター表示

･ クリップの始点表示
クリップの始点表示はソング内でクリップが始まる位置を示します。表示は小節、拍、16 分音符、ティックス（16 分音符＝ 240
ティックス）に分かれています。始点値は「インスペクターを使ったクリップの移動」の記述のとおりに編集できます。

クリップサイズ変更ハンドル
オーディオクリップ

パラメーターオートメーションクリップノートクリップ

パターンクリップ
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･ クリップの長さ表示
クリップの長さ表示はクリップの長さを示します。表示は左から右へ、小節、拍、16 分音符、ティックスに分かれています。長さ
の値は「インスペクターを使ったクリップサイズの変更」の記述のとおりに編集できます。

･ フェードインとフェードアウト表示（オーディオクリップのみ）
フェードインとフェードアウト表示はクリップのオーディオに適用されるフェードインとアウトの長さを示します。表示は 16 分音
符とティックスに分かれています。フェード時間は「インスペクター数値ディスプレイ」の記述のとおりに編集できます。

･ レベル表示（オーディオクリップのみ）
レベル表示は選択されたくリップのオーディオのレベルを示します。表示は ｄB と 1/100ｄB に分かれています。レベルは「イン
スペクター数値ディスプレイ」の記述のとおりに編集できます。

複数クリップの選択
アレンジモードでは複数のクリップをカット、コピー、ペースト、削除、移動、サイズ変更などのために選択できます。

D [Ctrl]（Win) または [Shift ]（Mac) を押さえながらクリップを選択します。
Windows では [Shift] を押さえながらクリックすることで同一レーン内のクリップを範囲で選択できます。

D ソングビューにて選択ツール（矢印）でアレンジペーン背景上をドラッグします。

複数のクリップを選択するにはマウスボタンを押さえながら選択ツールをドラッグします

マウスボタンを離すと、選択範囲（四角）に触れているすべてのクリップが選択されます。

D [Shift] を押さえながらマウスドラッグ方式でクリップを選択した際、既に選択されているクリップは選択されたままになります。
これにより、お互いに接していない複数のクリップの選択が可能です：まず任意のクリップを選択し、つぎに [Shift] を押さえなが
らさらにクリップを追加選択します。

D ソング内のすべてのクリップを選択するには”編集”メニューまたはクリップのコンテクストメニューから”すべてを選択”機能を使
います。
また [Ctrl]（Win) または [Cmd]（Mac) を押さえながら [A] を押します。

･ またエディットモードではクリップオーバービューエリアで複数のクリップを選択できます - 同一レーンのクリップに限る。

エディットモードのクリップオーバービューエリアで２つのクリップを選択
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矢印キーでのクリップ選択
アレンジペーンではコンピューターキーボードの矢印キーでもクリップを選択できます。

D 左右矢印キーで同じレーンにある前または次のクリップを選択できます。

D 上下矢印キーで上または下のレーンにある最も近いクリップを選択できます。

D [Shift] を押さえながら左右矢印キーを押すと、同じレーンにある複数のクリップを選択できます。

オーディオクリップのレベルとフェード設定
選択されたオーディオクリップにはサイズ変更ハンドルの他にフェードインとフェードアウトハンドル、そしてクリップレベルハンド
ルが表示されます。これらは下記のとおりハンドル操作で編集できるほか、「フェードインとフェードアウト表示（オーディオクリッ
プのみ）」と「レベル表示（オーディオクリップのみ）」の記述のとおりにインスペクターでも編集できます：

ソングビューで選択されたオーディオクリップ

フェードインとフェードアウトハンドル
D ハンドルを左右にドラッグしてクリップのオーディオにフェードインやフェードアウトを加えます。

フェードは各オーディオクリップごとに設定できます。フェードは非破壊処理でいつでも変更できます。スナップが有効だと（「ス
ナップ」を参照）、フェードの長さの変更はスナップ値に追従します（ソングビュー）。

クリップレベルハンドル
D ハンドルを上下にドラッグしてオーディオクリップのオーディオレベルを調整します。

レベルは各オーディオクリップごとに設定できます。レベル設定は非破壊処理でいつでも変更できます。

クリップフェードハンドル

クリップレベルハンドル
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クリップの削除
D クリップを削除するには、まず選択し、[Delete] または [Backspace] キーを押すか、”編集 ” メニューまたはコンテクストメニューか
ら ”削除 ” を選択します。
選択ツールで複数のクリップを囲んで選択し、それらを一度に削除することも可能です。クリップの選択に関するルールもご参照
ください（「クリップの選択」参照）。

! ソング内で他に使用されていないレコーディングを含んだオーディオクリップを削除すると、それらオーディオレコーディングは
完全に消去されます！もし誤ってオーディオクリップを削除しても ”取り消し ”機能で回復できます。

消しゴムツールでクリップを削除する
アレンジペーンでは消しゴムツールを使用してクリップを削除することも可能です。消しゴムツールの使い方は 2 通りあります：ク
リップを１つずつクリックするか、複数クリップを囲んで同時に削除できます。

D 消しゴムツールを選択し、削除したいクリップをクリックします。

消しゴムツールを選択し、削除したいクリップをクリックします

また、複数クリップを削除するには：

D 消しゴムツールを選択し、マウスボタンを押さえたまま、エディット /アレンジ画面背景で選択範囲をドラッグします。

消しゴムツールでマウスボタンを押さえたまま複数のクリップをドラッグで囲みます

マウスボタンを離すと、選択範囲（四角）に触れているすべてのクリップが削除されます。
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クリップのサイズ変更（マスク）サイズ変更
すべてのタイプの選択されたクリップは、両端のサイズ変更ハンドルをクリックドラッグしてサイズを変更できます。この操作はアレ
ンジモードとエディットモード両方で行えます。エディットモードではサイズ変更ハンドルはクリップオーバービューエリアに表示さ
れます。

選択されているクリップ

クリップをサイズ変更操作で短くした際、クリップ範囲から外れたレコーディングやイベントは再生されません。ただしこれらはマス
クされているだけで、削除されたわけではありません。クリップを再度長くすれば、これらのレコーディングやイベントはまた表示、
再生されます。「マスクされたレコーディングやイベントについて」をご参照ください。

マスクされたイベントのないクリップをさらに長くしても再生の内容は変わりません。

･ フェードイン / フェードアウトのあるオーディオクリップをサイズ変更した際、フェードカーブは変更されずにクリップの境界線
と共に移動します。

複数のクリップのサイズ変更
複数のクリップを選択してからクリップサイズ変更ハンドルをどれか１つドラッグすると、選択されている全クリップのサイズを同時
に同じ分量でサイズ変更できます。

インスペクターを使ったクリップサイズの変更
クリップサイズはほかにもインスペクターから変更できます。次のように行います：

D アレンジペーンにて任意の数のクリップを選択し、インスペクターで上下矢印ボタンをクリックして長さを変更します。
下の例では上矢印ボタンを 2 回押して、クリップサイズを 2 章節分伸ばします。

選択されているすべてのクリップの長さが 2 章節分伸びます。

q インスペクターを用いた編集方法の詳細な記述は「インスペクター数値ディスプレイ」をご参照ください。

･ 長さフィールドのティックス値にアスタリスク（＊）が表示されている際は、値がティックの分数（サブティック）であることを
意味します。詳しくは「始点と長さディスプレイのサブティックについて」をご参照ください。

クリップサイズ変更ハンドル
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マスクされたレコーディングやイベントについて
マスクされたイベントを含むノートクリップまたはパラメーターオートメーションクリップの角（左・右）は白く表示されます。

白い角の位置はマスクされたイベントの位置を示します：

! オーディオクリップではマスクされたイベントの有無は示されません。

オーディオクリップのマスクされたレコーディング
オーディオクリップを短くサイズ変更すると、マスクされた部分は再生されません。マスクされた部分のあるオーディオクリップを開
くと、クリップオーバービューエリアには実際に再生される部分のみが表示されます。マスクされた部分はコンプ列に淡色表示されま
す。

マスク前とマスク後のオーディオクリップ

クリップの右にマスクされたイベント

クリップの左にマスクされたイベント

クリップの両側にマスクされたイベント

レコーディングでマスクされた部分

クリップ始点 クリップ終点 クリップ始点 クリップ終点
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ノートとパラメーターオートメーションクリップのマスクされたイベント
下図はエディットモードで開いたノートクリップで、クリップのサイズ変更前とサイズ変更後のノートとパフォーマンスコントロー
ラーイベントを示しています

クリップの長さを８から 4 小節に変更すると、5-8 小節で始まるすべてのイベントはマスクされ、再生されません。マスクされたイベ
ントはすべて元の位置に存在し、クリップを移動、カット、コピーした際はクリップに追従します。

マスクされたイベントはノートエディットレーンで青色で表示され、再生されないことを示します。マスクされているエリアの最初の
3 ノートコードはオレンジ色のままですが、これはノートの始点が 4 小節内（ダウンビートの直前）にあるからで、通常通り再生され
ます。

マスクされたパフォーマンスコントローラーイベント、パラメーターオートメーションイベント、そしてパターンオートメーションイ
ベントもすべて無効になりますが、場合によってはマスクしたクリップに作用します（下記「マスクされたパフォーマンスコントロー
ラーとオートメーションイベントについて」参照）。マスクしたクリップの外ではコントローラー / パラメーター / パターン値はマス
クされたエリアの固定値を使用します（「固定値ハンドル」をご参照ください）。

! エディットモードに切り替えるだけではマスクされたイベントは表示されません。これらのイベントを表示するにはクリップを開
く必要があります。またマスクされたノートやパラメーターオートメーションイベントは ”編集 ” メニューの ”クリップ外のイベ
ントをクロップ ”機能で削除できます（「"クリップ外のイベントをクロップ "機能」をご参照ください）。

マスクされた
イベント

ノートとパフォーマンスコントローラーイベ
ントを含んだ 8 小節クリップ

4 小節にサイズを変更した後

クリップ始点 クリップ始点クリップ終点 クリップ終点
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マスクされたパフォーマンスコントローラーとオートメーションイベントについて
マスクされていても、クリップに隣接したパフォーマンスコントローラーとパラメーターオートメーションイベントはカーブの形に影
響するため、クリップに作用することがあります。下の例はモジュレーションホイール パフォーマンスコントローラーを含んだマス
クされたノートクリップです。

マスクされたクリップのすぐ右のモジュレーションホイール オートメーションイベントは、マスクされていないエリアの最後のイベ
ントからのカーブ方向を決めます。このようなオートメーションイベントは青ではなく、マスクされていないイベントと同じ白黒で表
示されます。

この例ではクリップの終点までモジュレーションホイール値は上がり、終点で固定値に戻ります - この場合は ” ０ ”。

" クリップ外のイベントをクロップ "機能
マスクされたイベントすべて（クリップの左右境界線より外に位置するイベント）を削除することもできます。この機能はノートとパ
ラメーターオートメーションクリップのみに有効で、マスクされたエリアで始まるすべてのノート、パフォーマンスコントローラー、
そしてパラメーターオートメーションイベントを削除します：

1. クリップの長さを短くします。
2. クリップを選択し（複数可）、”編集 ” メニューまたはコンテクストメニューから ”クリップ外のイベントをクロップ ”を選択しま
す。

3. クリップ境界線外のすべてのイベントが削除されます。

クリップのテンポをスケール
クリップの内容のテンポを伸縮 ( スケール）できます。つまりクリップのテンポを速くしたり、遅くしたりできます。これは以下の方
法で行います：

･ 手動で選択したクリップを「ストレッチ」

･ ツールウィンドウで数値によってテンポをスケール

! スケールテンポ操作は、拍子オートメーションクリップを除く、すべてのクリップに適用できます。

! 注：パターンオートメーションクリップではサイズのみが変更されます - ソースデバイスのパターンテンポはスケールされません
が、常にメインシーケンサーテンポに同期します！

下記ではスケールテンポ「ツール」を使って手動でクリップを「ストレッチ」する方法を説明します。ツールウィンドウでの数値によ
るテンポスケール操作は「ノートとオートメーションの編集」の章の「スケールテンポ」をご参照ください。

このマスクされたイベントはクリップに作用します
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1. ひとつ以上のクリップをアレンジモード、またはエディットモードのクリップオーバービューで選択します。
2. 選択ツールを選択し、[Ctrl](Win)/[Option](Mac) を押さえながらマウスカーソルをクリップリサイズハンドルにかざします。

クリップリサイズハンドルの上では、矢印シンボルは「スケールテンポ」矢印に変わります。

3. [Ctrl](Win)/[Option](Mac) を押さえながら、カーソルを横方向にクリック＆ドラッグして、クリップの内容のテンポをスケールし
ます。
この例では、クリップの右ハンドルを右へ移動することで、クリップを 4 小節伸ばしました。

この操作により、選択されたクリップすべてのテンポがスケールされ、クリップの内容も新しい尺に比例してストレッチされます。
ただしパターンクリップはサイズ変更されただけで、ソースデバイスのパターンテンポは変更されません。

オーディオクリップのテンポスケールに関する詳しい情報は、” シーケンサーでのオーディオ編集 ” の章の「クリップのテンポをス
ケール」をご参照ください。
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クリップの移動

同じレーンでのクリップの移動
D クリップを移動するには、クリックしながら新しい位置にドラッグします。

複数クリップを移動するには、まず通常通りに選択してから、選択されているクリップをどれかをドラッグします。スナップ機能
が有効な際、クリップはスナップ値に従って移動できます（「スナップ」をご参照ください）。

D また、”編集”メニューまたはコンテクストメニューの”カット”と”ペースト”機能で、選択したクリップをカットし、ソングポジショ
ンマーカーの位置にペーストできます（「クリップのカット、コピー、ペースト」をご参照ください）。

クリップ位置のナッジング
左右矢印キーでクリップの位置を「ナッジ」（設定値で移動）できます：

1. スナップ値を設定します。
2. [Ctrl]（Win)/[Cmd] (Mac) を押さえながら左右矢印キーを押すと、スナップ値で位置を前後に移動できます。

クリップはスナップのオン・オフに関係なく、スナップ値で移動します。

D [Ctrl]+[Alt]（Win)/[Cmd]+[Option]（Mac) を押さえながら左右矢印キーを押すと、ティック単位で位置を前後に移動できます。
16 分音符につき 240 ティックあるので、非常に細かい編集になります - ナッジを行う際、インスペクターでティックポジションを
確認すると良いでしょう - かなりズームインしていないと視覚的に移動は確認できません。

D [Ctrl]+[Shift](Win)/[Cmd]+[Shift](Mac）を押さえながら左右矢印キーを押すと、ビート単位で位置を前後に移動できます。

インスペクターを使ったクリップの移動
クリップはインスペクターのクリップ位置 ( 始点）の値を編集して移動できます。次のように行います：

D アレンジペーンでクリップを選択し（複数可）、インスペクターの始点値を上下ボタンをクリック、または「インスペクター数値
ディスプレイ」の方法で変更します。
下の例では上ボタンを 2 回クリックして、クリップの位置を 2 小節後方へ移動します。

選択されたクリップはすべて 2 小節後方に移動します。

･ 位置フィールドのティック部にアスタリスク（*）が表示されている際、値がティックの分数 - サブティックであることを意味しま
す。詳しくは「始点と長さディスプレイのサブティックについて」をご参照ください。

レーン間のクリップの移動
クリップは別のレーン（同じトラック内、または別トラックのレーン）に移動できます。

D クリップを他のレーンの任意の位置にドラッグします。
スナップがオンの場合、スナップ値で移動します（「スナップ」参照）。また複数のクリップを同時に移動できます。

D [Shift] を押しながらクリップをドラッグすると、移動方向を左右または上下のみに限定できます。
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! Windows 版の Reason Essentials で複数のクリップを移動するには、マウスボタンを押さえてから [Shift] キーを押してください。
[Shift] を押さえてからクリックするとクリップを選択、または選択解除します。

! 移動する際は移動元と移動先のレーンが同じ、または似たタイプのものでないと望ましい結果を得られません（下記「無効なク
リップについて」をご参照ください）。

無効なクリップについて
無効なクリップとはレーンが対応していないイベントのタイプや、パラメーターレンジ / 解像度を含んだクリップを指します。例えば
ノートクリップをパラメーターオートメーションレーンに移動したなら、そのノートクリップは無効になり、オートメーションレーン
では再生されません：

例えばノートクリップをノートレーンからパラメーターオートメーションレーンに移動したなら、クリップは無効になります

無効なクリップには赤い縞模様が表示され、クリップが現在無効であることを示します。無効クリップの上にカーソルを置くと、詳し
い情報がツールティップで表示されます。

無効なノートクリップのツールティップ

･ パラメーターオートメーションクリップを異なる値レンジや解像度のパラメーターオートメーションレーンに移動すると無効にな
ります。
大抵の場合、クリップを選択してから " 編集 " またはコンテクストメニューの " クリップ内の無効なデータを修復 " を実行して解決
できます。

例えば二極性パラメーター（-64 から 63）のパラメーターオートメーションクリップを、一極性パラメーター（0 から 127）のパ
ラメーターオートメーションレーンに移動した場合、クリップは無効になります。" 編集 " メニューまたはコンテクストメニューの
" クリップ内の無効なデータを修復 " を実行すると、パラメーターオートメーションイベントの値レンジは移動先のレーンに合うよ
う修正されます。

パフォーマンスコントローラーオートメーションを含むクリップを他のトラックに移動
パフォーマンスコントローラー オートメーションイベントを含んだノートクリップを他のトラック（異なるタイプのインストゥルメ
ントデバイス）に移動した場合：

･ ノートクリップに標準パフォーマンスコントローラー（ピッチベンド、モジュレーションホイール、サステインペダル）のみをレ
コーディングした場合、他のデバイストラックに移動しても大抵は問題なく適用されます。
ただし全てのデバイスが全てのパフォーマンスコントローラーに反応するわけではありません。

･ ノートクリップに標準パフォーマンスコントローラー以外を "ノートクリップにオートメーションをレコード "オプション（「パラ
メーターオートメーションをノートクリップにレコーディング」参照）を使ってレコーディングした場合、移動先のターゲットデ
バイスにはないオートメーションパラメーターが含まれている可能性があります。
互換性のないコントローラーのオートメーションデータは無視されます。

･ 多くのインストゥルメントデバイスに存在するパラメーター（フィルター、エンベロープ等）は、移動先のターゲットデバイスに
可能な限り適用されます。
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重複するクリップについて
クリップを移動またはサイズ変更した結果、他のクリップと重複する場合は、以下のルールが適用されます：

･ 隠れている（重複されている）クリップ、またはクリップの一部は再生されません。
各レーンは一度に１つのクリップしか再生できません - 複数のクリップを同時に再生するにはそれぞれ異なるレーン（ノートク
リップ）か、異なるトラック（オーディオクリップ）に入れてください。「ノートレーンの追加」と「トラックとデバイスの複製 /
コピー」をご参照ください。

･ 始点が後にあるクリップが上に表示され、再生されます。
このため、下図のように長いクリップの途中に短いクリップを置いた場合、シーケンサーはまず長いクリップの始め、次に短いク
リップ、そして最後に長いクリップの終わりを順番に再生します。

! もし両クリップとも始点と長さが同じである場合、最後に移動されたクリップが再生されます。「隠れた」クリップは再生されませ
ん。

クリップの複製
D 選択されたクリップを複製するには [Ctrl](Win) または [Option](Mac) を押しながら、選択ツールでクリップを任意の位置にドラッグ
します。
ドラッグを始めるとカーソルには " ＋ " が表示され、複製されることを示します。

･ ナイフツールを使うと、一つ以上のクリップの一部分のみを複製することも可能です。「一つ以上のクリップの一部分の複製」をご
参照ください。

クリップのカット、コピー、ペースト
" 編集 " またはコンテクストメニューの " カット "、" コピー "、そして " ペースト " コマンドを使ってクリップを複製できます。ペース
トを実行するとクリップは元レーンの現在のソング位置に置かれます。

クリップを他の Reason Essentials ソングドキュメントにペーストした場合、可能であれば編集フォーカスされているトラックに置か
れます。通常、他のドキュメントのトラックを選択し、ソングポジションマーカーを任意の位置に動かしてから、クリップをペースト
できます。

必要であれば新しいトラックが作成されます。全てのトラックにデバイスが必要なので、新しいトラックには空の Combinator デバイ
スが作成されます。その後 Combinator のパッチブラウザで適したパッチとデバイスタイプを選択できます。無効なクリップやパラ
メーターオートメーションクリップのペーストにも同じ規則が適用されます。

カット / コピーとペーストでクリップを繰り返す
クリップをカットまたはコピーした際、ソング位置は自動的に選択範囲の終わりに移動します（スナップが有効な場合は一番長いク
リップの末端後の最初のスナップ位置）。これにより、次のように素早くセクションやクリップを繰り返せます：

1. シーケンサーが停止していることを確認します。
2. スナップを有効にし（「スナップ」参照）、スナップ値を "小節 "（または繰り返したいセクションの長さ）に設定します。
3. 繰り返したいクリップを選択します。

複数トラックのクリップを同時に選択できるため、曲のセクションを丸ごとコピーできます。

4. " 編集 " またはコンテクストメニューから "コピー " を選択、または [Ctrl](Win)/[Cmd](Mac) を押しながら [C] を押します。
ソング位置は選択範囲内で一番長いクリップの末端後の最初のスナップ位置に移動します（シーケンサーが停止している限り）。

5. " 編集 " メニューから "ペースト " を選択、または [Ctrl](Win)/[Cmd](Mac) を押しながら [V] を押します。
コピーされたセクションはペーストされ、ソング位置はペーストされたセクションの末端に移動します。

6. 選択を繰り返したい回数だけペーストを続けます。
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クリップに名前を付ける
1. クリップには個別に名前を付けられます。クリップを選択してから "編集 "またはコンテクストメニューから "クリップにラベル
を追加 "を選択します。
テキストフィールドが開きます。

2. クリップ名を入力してから [Return] を押します。
複数の選択されたクリップに同時にラベルを追加すると、クリップタイプに応じた一般的な名称が与えられます（例：" 名称未設定
ノートクリップ "）。クリップのラベルをダブルクリックするとテキストフィールドが開き、名称を編集できます。

クリップの名称変更
D クリップの名称を変更するにはラベルをダブルクリックし、新しい名前を入力してから [Return] を押します。

クリップラベルの削除
D クリップからラベルを削除するには、クリップを選択してから"編集"またはコンテクストメニューから"クリップからラベルを削除"
を選択します。
またはクリップラベルをダブルクリックし、[Backspace] または [Delete] を押してから [Return] を押します。

クリップに色を付ける
D 選択したクリップにトラックと異なる色を付けられます。クリップの色は "編集 " またはコンテクストメニューの "クリップカラー"
のパレットから選べます。
選択されているクリップはすべて選んだ色で表示されます。このレーンで新しいクリップをレコーディングした際の色はトラック
カラーに追従します。

クリップの分割
ソングビューではナイフツールでクリップを分割できます。クリップを分割するには：

1. ナイフツールを選択し、分割する位置に置きます。
ナイフツールの左端に表示される十字マークは分割位置を示します。スナップが有効な場合はスナップ値に追従します（「スナッ
プ」参照）。

2. ナイフツールでクリックして十字マークの位置でクリップを分割します。
クリップはふたつのクリップに切り分けられます。

分割された位置に縦線が現れます

! 分割されたクリップのレコーディングやイベントはそのまま保持されます - 例えば分割されたノートクリップのノートは分割地点
をまたいでいても分割されません。
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また次のようにソング内の全トラックのクリップを同時に分割できます：

1. ナイフツールの十字マークをルーラーの上で任意の分割地点に置きます。
2. ルーラーをクリックすると全トラックとレーンのクリップがこの位置で分割されます。

アレンジペーンで画面に収まりきらないトラックやレーンにあるクリップも分割されます。

さらに任意のセクション、または一つ以上のクリップを同時に " カット " できます：

1. ナイフツールをアレンジペーンの背景で、クリップを分割したい位置の近くに置きます。
2. ナイフツールでクリック＆ドラッグし、一つ以上のレーンで分割するセクションを選択します。

3. マウスボタンを離すとクリップは分割されます。
ソング内の全トラックのクリップを同時に " カット " できます：

1. ナイフツールの十字マークをルーラーの上で任意の分割地点に置きます。

2. ナイフツールで左右にクリック＆ドラッグし、範囲を指定します。
3. マウスボタンを離すとソング内の全トラックとレーンのクリップが分割されます。
! アレンジペーンで画面に収まりきらないトラックやレーンにあるクリップも分割されます。

一つ以上のクリップの一部分の複製
上記いずれかの方法を用いて、分割したセクションを複製し新しい位置に移動することもできます：

D ナイフツールを選択し、[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながらドラッグすると分割されたセクションが複製されます。次に選
択ツールで複製されたクリップを新しい位置に移動します。
元のクリップは操作前と同じ、分割されていない状態になります。
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クリップを統合
１つのレーンの複数のクリップを１つのクリップに統合できます。お互いに接していないクリップや、重複しているクリップも統合で
きます。

1. 統合するクリップを選択します。

2. " 編集 " メニューまたはクリップのコンテクストメニューから "クリップを統合 "を選択します。また [Ctrl](Win) または
[Cmd](Mac) を押しながら [J] を押します。

１つのクリップが作成されます。元のクリップの間に空白があった場合、
この部分は空になります - 元のクリップのイベントの位置は統合後もすべて保持されます。

･ 同一レーンのクリップのみ統合できます。
複数レーンのクリップを選択することはできますが、同じレーンにあるクリップのみ統合されます。

･ 選択されたクリップの間に他のクリップがあっても、統合は可能です。
統合後、間にある選択されていないクリップは元の位置を保持したまま、統合クリップに重複し、マスクします。

! 選択されたノートやパラメーターオートメーションクリップにマスクされたイベントがある場合、統合するクリップの間にあるも
のは統合によって完全に消去されます！これは統合後のクリップが統合前と全く同じように再生するためです（「ノートとパラメー
ターオートメーションクリップのマスクされたイベント」をご参照ください）。

! 重複しているノートやパラメーターオートメーションクリップを統合すると、上にあるクリップの内容が「隠れている」部分のイ
ベントを上書きします。

オーディオクリップの統合について
オーディオクリップの統合は基本的にノートやパラメーターオートメーションクリップの統合と同じように行われますが、重複する
オーディオクリップの統合では異なります。重複するオーディオクリップを統合すると、元のクリップはそれぞれコンプ列に置かれ、
さらに自動的に統合クリップが作成されます。レコーディングは削除されません。この操作を下の例をとって見てみましょう：

エディットモードで開いた「統合」されたオーディオクリップ

ソングビューで選択された元のオーディオクリップ（青）
とそれと重複するオーディオクリップ（黄色）

ソングビューで１つのオーディオクリップに
統合した後

元のクリップでマスクされた部分

元のクリップ

重複しているクリップ

「統合」されたクリップ
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見ての通り、元のクリップのオーディオはすべて保持されています - 重複されている部分のみマスクされています。後で気が変わって
も、元のレコーディングすべてにアクセスできます。

･ 重複しているクリップに異なるクリップレベルが設定されている状態で統合すると、このレベルはコンプ列のレベルに適用されま
す。
統合されたクリップのクリップレベルは -0dB になります。

･ 重複しているクリップにフェードイン /フェードアウトが適用されており、さらにフェードイン /アウトの位置でクリップが重複し
ている場合、統合後にフェードは削除されます。
またお互いに接していないクリップを統合すると、前のクリップのフェードアウトと後のクリップのフェードインは削除されます。

･ コンプされたオーディオクリップに使用されているカットのクロスフェードは統合後も保持されます。

クリップのミュート
クリップは次のようにミュートできます：

D ツールバーからミュートツールを選択し、ミュートしたいクリップをクリックします。

ミュートされたクリップは灰色の斜線で示されます。

ミュートされたクリップ

D ミュートをオン/オフするには、クリップを選択し、"編集"メニューまたはクリップのコンテクストメニューから"クリップをミュー
ト "を選択するか、コンピューターキーボードの [M] を押します。

クリップのミュート解除
ミュートされたクリップは次のようにミュート解除できます：

D ミュートツールでミュートされたクリップをクリックします。

D ミュートされたクリップを選択ツールで選択し、"編集"メニューまたはコンテクストメニューから"クリップのミュートを解除"を選
択するか、[M] を押します。

! ミュートされたクリップは他のクリップと統合できません。

! ミュートされたノートクリップには "トラック内のノートレーンを統合 "機能を使用できません（「ノートレーンのクリップを統
合」セクション参照）。
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ノートレーンのクリップを統合
同じトラックの複数のノートレーンを１つのノートレーンに統合できます：

1. 統合するノートレーンを含んだトラックを選択します。

複数のノートレーンがあるインストゥルメントトラックを選択

2. " 編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "トラック内のノートレーンを統合 "を選択します。
すべてのノートレーンのクリップが一番上のノートレーンに統合されます。

統合後のインストゥルメントトラック

･ クリップの間に空白がある場合、統合先のレーンには複数のクリップが作成されます。

･ ミュートされたノートレーンやクリップは統合操作に含まれません。

･ 複数のトラックを選択して、各トラックのノートレーンを一度に統合できます。

" 値を一致させる "機能を使ってクリップを一致

インスペクターの " 値を一致させる " 機能は、複数のクリップの位置または長さを選択された一番上（同一レーンでは一番左）のク
リップに一致させます。

クリップの位置を一致
クリップの位置は次のように一致できます：

1. アレンジペーンで複数のクリップを選択します。
2. 始点表示の右にある "値を一致させる "ボタンをクリックすると、選択されたクリップは全て一番上（クリップがすべて同一レー
ンにある場合は一番左）のクリップの始点位置に移動されます。

選択されたクリップはすべて、一番上の選択クリップの始点位置に移動されます。

! １つのレーンにある複数のクリップの位置を一致すると、すべて始点が同じになるため、重複します。
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クリップの長さを一致
インスペクターのもう１つの " 値を一致させる " 機能は、複数のクリップの長さを選択された一番上（同一レーンでは一番左）のク
リップに一致させます：

1. アレンジペーンで複数のクリップを選択します。
2. 長さ表示の右にある "値を一致させる "ボタンをクリックすると、選択されたクリップは全て一番上（クリップがすべて同一レー
ンにある場合は一番左）のクリップの長さにサイズ変更されます。

すべての選択されたクリップは、一番上の選択されたクリップと同じ６小節の長さに変更されます。

オーディオクリップレベルとフェードを一致
オーディオクリップでは始点位置と長さの他、フェードとレベルも一致できます：

1. アレンジモードで複数のクリップを選択します。
2. フェードまたはレベル表示の右にある "値を一致させる "ボタンをクリックすると、選択されたクリップは全て一番上（クリップ
がすべて同一レーンにある場合は一番左）のクリップの値に一致されます。

３つの " 値を一致させる " ボタンをクリックした結果、選択されたオーディオクリップのフェードとレベル値はすべて一番上のク
リップの値に一致されます。
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小節の挿入
" 編集 " メニューまたはコンテクストメニューの " ロケーター間の小節をインサート " 機能で左右ロケーターの間に新しい小節を挿入
できます。左ロケーターを横切るクリップはすべて分割され、右ロケーターの位置に移動されます。

複数のトラックとレーンの 13-17 小節目に４小節を挿入する前と挿入した後

小節の削除
" 編集 " メニューまたはコンテクストメニューの “ ロケーター間の小節を削除 " 機能で左右ロケーターの間のすべてのイベントを削除
できます。右ロケーターを横切るクリップはすべて分割され、左ロケーターの位置に移動されることで削除された部分を埋めます。

複数のトラックとレーンの 13 小節目から４小節を削除する前と削除した後

! 左右ロケーターの間にあるノートとパラメーターオートメーションイベントは削除されます！
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オーディオレコーディングを含む小節の削除について
ノートとパラメーターオートメーションイベントと異なり、削除された小節のオーディオレコーディングは消去されません。これらは
コンプ列に置かれたうえでマスクされます。前例の２つ目のオーディオクリップをエディットモードで開くと、削除された小節にあっ
たオーディオレコーディングが前に移動されたうえでマスクされているのが確認できます：

「削除」されたレコーディングはコンプ列で 
前へ移動されたうえ、マスクされます。ソングビューにてロケーター間の 4 小節（黄色の枠線）

を削除する前と削除した後

エディットモードにて 4 小節を削除する前と削
除した後
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第 8章
シーケンサーでの
オーディオ編集
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本章について
本章はシーケンサーに録音したオーディオクリップの編集方法について説明します。基本的なシーケンサー機能、録音、ノートとオー
トメーションの編集、シーケンサーでのアレンジは次の章をご参照ください：「シーケンサー機能」、「シーケンサーでのレコーディン
グ」、「ノートとオートメーションの編集」、「シーケンサーでのアレンジ」

エディットモード
オーディオクリップを録音した後、レベルの調整、始点 / 終点のトリム、フェードの作成などが必要と感じることがあるでしょう。
オーディオクリップ内に複数のテイクや、ループモードで複数サイクル録音した場合、各テイクから良い部分を切り取り、「完璧」な
オーディオクリップをコンパイル（「コンプ・差し換え」）することもできます。

オーディオレコーディングの編集はシーケンサーのエディットモードで行います。これはノートやパラメーターオートメーションを編
集する際のエディットモードと同じですが、オーディオクリップのために異なる外観と機能性を備えています。

D エディットモードを有効にするにはシーケンサーの左上角の "エディット "モードボタンをクリックします。

開いたオーディオクリップを表示したエディットモード

D エディットモードを閉じるには "エディット "モードボタンを再度クリックします。

D アレンジモードとエディットモードを切り替えるには[Shift]-[Tab]を押すか、[Ctrl](Win)または [Cmd](Mac)を押しながら[E]を押し
ます。
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編集のためにオーディオクリップを開く

アレンジモードからオーディオクリップを開く
アレンジモードでのオーディオレコーディングはオーディオクリップ内の波形（モノ＝１、ステレオ＝２）として表示されます。下図
では選択されたオーディオクリップにはステレオレコーディングが入っています。

D オーディオクリップを開くにはダブルクリックするか、選択して [Return] を押します。
シーケンサーは自動的にエディットモードに切り替わります。

アレンジモードでオーディオクリップをダブルクリックすると．．．

．．．エディットモードで開き、編集できます

D アレンジモードに戻るには [Esc] を押すか、エディットモードボタンをクリックします。

q アレンジモードで１つのオーディオクリップが選択されている際にエディットモードボタンをクリックすると、自動的にそのク
リップが開かれます。
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エディットモードからオーディオクリップを開く
エディットモードではクリップは閉じているか開いています。トラックに複数のオーディオクリップがあっても、一度に複数のクリッ
プを開くことはできません。閉じているクリップはエディットモードではエディットペーン上部のクリップオーバービューにのみ表示
されます：

D エディットモードでオーディオクリップを開くにはクリップオーバービューエリアでダブルクリックするか、選択して [Return] を
押します。

エディットモードのクリップオーバービューエリアで閉じているオーディオクリップをダブルクリックすると．．．

．．．編集のために開きます

オーディオクリップを閉じる 
D 開いているオーディオクリップを閉じるにはクリップオーバービューでクリップの外をクリックするか、アレンジモードに切り替
えます。

D また [Esc] を押すとクリップは閉じます。
クリップをアレンジモードから開いた場合、[Esc] でアレンジモードに戻れます。

クリップ
オーバービュー
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オーディオクリップのエディットモード構成部
オーディオクリップが編集のために開かれているとき、内容がクリップオーバービューエリアの下のエディットペーンに表示されま
す。開いたオーディオクリップにはオーディオレコーディングを含むコンプ列が１つ以上あります。コンプ列の数はオーディオクリッ
プの録音方法によって異なります。クリップに１回のみ録音した場合、コンプ列は１つのみになります。同じクリップ内に複数回録
音、もしくはループモードで複数サイクルを録音した場合、テイク / サイクルの数のコンプ列ができます。

クリップオーバービューエリアとコンプ列エリアのサイズを変更するための上下ズームコントロールがあります。またエディットペー
ン右側のスクロールバーでコンプ列エリアをスクロールできます。

シングルモードの構成部
通常は未編集のオーディオクリップはシングルモードで開きます。例外はループモードで複数テイクを録音したクリップで、これらは
コンプモード（「コンプ（差し換え）モード の構成部」参照）で開きます。シングルモードでは一番上のコンプ列のレコーディングの
みが再生されます。シングルモードで開いたオーディオクリップは次のように表示されます：

シングルモードで開いたオーディオクリップ

･ クリップオーバービュー
最上部のクリップオーバービューエリアは選択したオーディオトラックのクリップを表示します。クリップオーバービューエリア
では選択されたオーディオクリップはアレンジモードと同じように表示されます - クリップサイズ変更ハンドル、レベルハンドル、
フェードハンドルが表示されます。アレンジモード同様、クリップオーバービューでは１つ以上のオーディオクリップを選択して
クリップ編集（移動、サイズ変更など）を行えます。

･ シングルモードとコンプモードセレクター
これらセレクターをクリックして、選択したクリップのシングルモードとコンプモード（「コンプ（差し換え）モード の構成部」参
照）を切り替えます。

･ クリップサイズ変更ハンドル
ハンドルをクリック＆ドラッグしてクリップの位置と長さを変えられます。

クリップサイズ変更ハンドル

コンプ列レベルフェーダー

クリップオーバービュー

コンプ列のレコーディング

上下ズームボタン

上下ズームボタン

シングルモードセレクター

コンプモードセレクター

クリップレベルハンドル

フェードイン
ハンドル

フェードアウト
ハンドル

コンプ列ハンドル
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･ フェードインとフェードアウトハンドル
ハンドルを左右にクリック＆ドラッグしてクリップのオーディオにフェードイン / アウトを追加します。フェードは非破壊である
ため、いつでも変更できます。スナップがオン（「スナップ」参照）の場合、スナップ値（アレンジモード）がフェード作成に適用
されます。

･ クリップレベルハンドル
このハンドルを上下にクリック＆ドラッグしてクリップのレコーディングのオーディオレベルを調整します。レベル調整は非破壊
であるため、いつでも変更できます。

･ コンプ列
オーディオクリップの録音方法によって、１つ / 複数のコンプ列があり、それぞれにオーディオレコーディングが含まれます。
オーディオクリップは複数の平行するコンプ列を含むことができますが、一度に１つのコンプ列からのみ再生できます（「コンプし
たオーディオクリップの作成」参照）。そのためコンプ列は「バーチャルトラック」である考えることができます。シングルモード
では一番上のコンプ列のオーディオレコーディングのみが再生されます。

･ コンプ列ハンドル
オーディオクリップに複数のオーディオクリップがある場合、コンプ列ハンドルを上下にクリック＆ドラッグしてコンプ列の順番
を変えられます。

･ コンプ列レベルフェーダー
コンプ列レベルフェーダーでコンプ列のレコーディングのボリュームを調整します。これは特にコンプモードで便利です - 複数の
コンプ列のレコーディングのレベルをトリムしてバランスを取れます。

コンプ（差し換え）モード の構成部
オーディオクリップはコンプモードでも編集できます。コンプモードはオーディオクリップに複数のテイクを録音し、それらのテイク
を部分ごとに差し換え、最終クリップを作成する操作に適しています（「コンプしたオーディオクリップの作成」参照）。下図はすでに
コンプされたオーディオクリップをコンプモードで表示したところです：

コンプモードで開いたオーディオクリップ

コンプ列

コンプモード

カットハンドル

カットクロスフェードゾーン

無音列

セグメントフォーカスインジケーター

カット列

カットライン
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上の図のエディットペーンには次の構成部が上から順番に表示されています：

･ カット列
クリップオーバービューと一番上コンプ列の間のエリアはカット列といいます。ここにカットハンドルが追加されます。

･ セグメントフォーカスインジケーター
灰色のセグメントフォーカスインジケーターはカット列をクリック、またはコンプ列をダブルクリックしたときに現れます。 セグメ
ントとはふたつのカットの間のエリアを指します。セグメントフォーカスインジケーターは現在エディットフォーカスされている
セグメントを示します。エディットフォーカスはキーボードショートカットを使って編集するために必要です（"Keyboard 
Commands" pdf ドキュメントをご参照ください）。

･ カットクロスフェードゾーン
オーディオクリップにカットを作成してできたセグメントにコンプ列をアサインしてコンプオーディオクリップが完成したら、セ
グメントの間にクロスフェードを作成できます。これによりセグメントごとに異なるオーディオレコーディングの間を、スムーズ
に移行できます。クロスフェードは四角形で示されます。四角形の幅はクロスフェードの長さを示します。

･ カットハンドルとカットライン 
コンプオーディオクリップの各カットはカットハンドルとカットラインで示されます。カットは１つのセグメントから次のセグメ
ントへ（通常１つのコンプ列から別のコンプ列へ）移行する位置を示します。カットハンドルまたはカットラインを左右にクリッ
ク＆ドラッグしてカットの位置を編集します。

･ 無音列
コンプ列では無音列が使用できます。無音列でコンプオーディオクリップに無音のセグメントを挿入できます - 例えばボーカルフ
レーズの間の息継ぎを消すためなど。

･ コンプ列
オーディオレコーディングはコンプ列に配置されます。オーディオクリップの録音方法によって１つ / 複数のコンプ列があり、そ
れぞれにオーディオレコーディングが含まれます。新しいテイクが一番上のコンプ列になります。コンプモードでは各コンプ列

（または無音列）の色付きの部分が再生されます。クリップで使用されているすべてのコンプ列にコンプ列ハンドルが表示されま
す。未使用のコンプ列は灰色のコンプ列ハンドルで示されます。
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クリップ、コンプ列、レコーディングの関係
エディットモードでは、開いたオーディオクリップの内容がエディットペーンのコンプ列に表示されます：

シングルモードでのオーディオクリップ。４つのコンプ列があり、そのうち一番上のコンプ列のみが再生

コンプモードでのオーディオクリップ。４つのコンプ列が交互に再生

･ 録音されたオーディオクリップ、またはインポートされたオーディオを含むオーディオクリップは１つ /複数のコンプ列から構成
されます。
コンプ列の数と位置は各オーディオクリップで異なります。オーディオクリップに施した編集が、ソング内の他のクリップに影響
することはありません。

･ 各コンプ列にはそれぞれ１つのレコーディングが含まれます - レコーディングとは録音またはインポートしたオーディオデータで
す。
クリップが１テイクで録音された場合、コンプ列は１つになります。クリップが複数テイク、またはループモードで録音された場
合、各テイク / ループにつきコンプ列が作成されます。またオーディオファイルをクリップへインポートした場合、各オーディオ
ファイルはそれぞれ別々のコンプ列に配置されます。

それぞれ１つのレコーディング
を含むコンプ列

クリップオーバービューエリア
のオーディオクリップ

シングルモード

無音列

クリップオーバービュー
エリアのオーディオクリップ

それぞれ１つのレコーディング
を含むコンプ列

コンプモード
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･ コンプ列は一度に１つのみ再生できます。
シングルモードでは一番上のコンプ列のみが再生されます。コンプモードでは再生するコンプ列をセグメントごとに切り替えられ
ます。オーディオクリップを再生した際に聞こえる内容が、エディットペーン最上部のクリップオーバービューエリアに表示され
ます。（クリップオーバービューはアレンジモードのクリップと同じ内容を表示します。）

シングルモードでのオーディオクリップ。４つのコンプ列があり、そのうち一番上のコンプ列のみが再生

コンプモードでのオーディオクリップ。４つのコンプ列が交互に再生

･ コンプ列の構成とコンプ列のレコーディングはオーディオクリップごとに独立しています。
このためエディットペーンでコンプ列の再配列、コンプ列でレコーディングのレベル変更、フロスフェード作成、移動などの操作
を行っても、他のオーディオクリップには影響を及ぼしません。

･ クリップやレコーディングを含むコンプ列を複製した場合、複製クリップ / コンプ列 / レコーディングに編集を加えても、元のク
リップ / コンプ列 / レコーディングは影響を受けません。
ただしオーディオデータ自体は複製されません。Reason Essentials は複雑な内部オーディオ管理システムを使用しており、ソング
内では必要に応じてレコーディングを再利用します。これによりオーディオクリップやコンプ列を複製してもソングファイルのサ
イズは大きくなりません。

再生されるコンプ列

クリップオーバービュー
エリアのオーディオクリップ

未使用（無音）のコンプ列

シングルモード

クリップオーバービュー
エリアのオーディオクリップ

セグメントごとにアサインされ
たコンプ列が再生

未使用（無音）のコンプ列

コンプモード
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エディットモードでのウィンドウ操作

サイズ変更、ズーム、スクロール
D 虫眼鏡ツールでズームイン / アウトできます（「虫眼鏡ツール」参照）。

D ハンドツールで上下左右にスクロールできます（「ハンドツール」参照）。

D ソングナビゲーターで左右にスクロールとズームできます（「スクロール」参照）。

D ソングナビゲーターハンドルを左右にクリック＆ドラッグして水平方向にズームイン /アウトできます（「シーケンサーでズーム」
参照）。

D ソングナビゲーターハンドルを [Shift]- クリックし、左右にドラッグして水平方向に左右対称でズームイン / アウトできます（「スク
ロール」参照）。

D ソングナビゲーター内を右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）し、上下にドラッグしてズームとスクロールを同時に行
います（「スクロール」参照）。

D トラックナビゲーターでトラックリストを上下にスクロールします（「スクロール」参照）。

D トラックナビゲーターの下のズームボタンをクリックして上下方向にズームイン / アウトします（「スクロール」参照）。

･ 細かい編集作業を行うときにはシーケンサーを最大化するか、メインミキサーとラックを切り離すことで、シーケンサーを画面全
体に表示できます（「エリア、ウィンドウと基本的なナビゲーション」参照）。
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オーディオ編集ツール
オーディオの編集では、ツールバーのツールにはノート / オートメーションクリップの編集時とは異なる機能性を持つものがありま
す。またオーディオ編集専用のツールも備わっています。

ナイフ（カット）ツール
コンプモードにてオーディオを編集するとき、シーケンサーツールバーのナイフツールはカットの作成に用います。ナイフツールをコ
ンプ列 / 無音列 / カット列にかざすと「カットツール」に切り替わります。

q 選択ツールが選択されているときは [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押すと一時的にカットツールに切り替わります。

D ナイフツールでコンプ列をクリックするとカーソルの右側のレコーディングが新しいセグメントにアサインされます。

"Take4" コンプ列のレコーディングを新しいセグメントにアサイン

カットツールの詳しい使用方法は「カットの追加」をご参照ください。

またナイフツールでカット始点から終点を指定した新しいセグメントを切り出せます。希望するコンプ列内をナイフツールで水平方向
にクリック＆ドラッグ（スワイプ）します。カットツールを使った「セグメントの 追加」操作の詳細は「セグメントの追加」をご参
照ください。

スピーカーツール
シーケンサーの再生をしなくてもコンプ列の各レコーディングを試聴できます。この機能はクリップで使用するコンプ列を選択すると
きに便利です。次のように行います：

1. スピーカーツールを選択し、試聴を始めるコンプ列の位置にカーソルをおきます。
カーソルは十字マークのついたスピーカーシンボルに切り替わります。

コンプ列のレコーディングの試聴

2. マウスボタンをクリックし、試聴を続ける間ホールドします。
十字マークの位置から再生が開始され、マウスボタンを押さえている間再生が続きます。再生位置はコンプ列上を移動する縦線で
示されます。

! コンプ列のレコーディングの試聴では未処理のサウンドが再生されます - メインミキサーの設定は適用されません。

q スピーカーツールを使用すると、コンプ列上のレコーディングをどの位置でも試聴できます。コンプ列が選択されている必要はあ
りません。またコンプ列のマスクされた位置にあるレコーディングまでも試聴可能です。
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オーディオクリップの編集
本セクションではシングルモードとコンプモード共通のオーディオ編集操作を説明します。コンプモードに特化した操作は「コンプ
モードでのオーディオ編集」をご参照ください。

シングルモードで再生するコンプ列の選択
未編集のオーディオクリップは通常シングルモードで開きます。シングルモードでは一番上のコンプ列のみが再生されます。シングル
モードでもコンプ列レベルとレコーディングオフセットを変えることが可能です。下図はシングルモードで開いたオーディオクリップ
です。クリップにはそれぞれ個別のコンプ列に配置された４つのテイクから構成されています。再生を開始すると "Take 4" コンプ列の
レコーディングが再生されます：

シングルモードで開いた、４テイクから構成されたオーディオクリップ

シングルモードで再生されるコンプ列を変更するには：

1. 再生したいコンプ列のコンプ列ハンドルをクリックし、一番上にドラッグします。
赤い線が表示され、マウスボタンを放したときのコンプ列の移動先を示します。現在一番上のコンプ列より上に赤い線が表示され
ていれば、移動しているコンプ列が移動後に再生されます。

"Take 2" コンプ列を再生させるため、一番上に移動

2. マウスボタンを放します。
シーケンサー再生を開始すると "Take 2" コンプ列が再生されます。
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コンプ列の選択
D コンプ列を選択（移動、カット、コピー、複製、削除するため）するにはコンプ列内、またはコンプ列ハンドルを選択ツールでク
リックします（ダブルクリックしないでください）。
選択したコンプ列の色が暗くなります：

選択されたコンプ列は暗い色で示されます

D 複数のコンプ列を選択するには [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら選択ツールでクリックします。

D 範囲内のコンプ列を選択するには [Shift] を押しながら選択ツールで最初と最後のコンプ列をクリックします。

! コンプ列を選択する際はダブルクリックしないでください。コンプ列をダブルクリックすると、そのコンプ列が現在位置のセグメ
ントにアサインされます。

コンプ列の削除
D １つ以上のコンプ列を選択し（「コンプ列の選択」参照）、[Backspace] または [Delete] を押すか、"編集 " メニューまたはコンテクス
トメニューから "削除 "を選択します。 

D また消しゴムツールを選択し、削除するコンプ列内をクリックします。
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コンプ列の移動
コンプ列をエディットペーン内で上下に移動できます。この機能はコンプされたクリップを編集する際、より良い内容のコンプ列に素
早く簡単にアクセスできるよう再配置できるので便利です。例えば６テイク録音したものの、編集ではテイク１、３と５のみを使用す
ると仮定します。この場合、使用するコンプ列のみをエディットペーンの上部に集めれば作業効率が良くなります。

D １つのコンプ列を上下に移動するには、コンプ列ハンドルをクリック＆ホールドし、上下にドラッグします。
赤い線が表示され、マウスボタンを放したときの移動先を示します。

コンプ列の移動

D 複数のコンプ列を同時に移動するには、これらを選択し、その内どれかのコンプ列ハンドルをクリック＆ホールドして新しい位置
にドラッグします。
赤い線が表示され、マウスボタンを放したときの移動先を示します。隣接していないコンプ列を移動すると、移動先にまとめて

（隣接するよう）配置されます。

D コンプ列を別のクリップに移動するには「コンプ列のカット / コピー/ ペースト」の記述通りにカット /コピーとペースト機能をご使
用ください。

D コンプ列の左右への移動はレコーディングオフセットの変更と同じ結果になります - 詳しくは「レコーディングオフセットの調整」
をご参照ください。 

コンプ列の複製
コンプ列の複製はコンプしたクリップ内で１つのパートを複数回利用する場合などに便利です。コンプ列を複製し、複製したコンプ列
でレコーディングオフセットを調整（「レコーディングオフセットの調整」参照）してレコーディングの同じ部分を異なるセグメント
で使用できます。コンプ列の複製はさらなるハードディスクスペースを使用しないので、心配なく何度でも利用できます )。

D １つ以上のコンプ列を複製するには、これらを選択し、"編集"メニューまたはコンテクストメニューから"コンプ列の複製"を選択し
ます。
複製されたコンプ列は選択されている一番下のコンプ列の下に配置されます。隣接していないコンプ列を複製すると、複製先にま
とめて（隣接するよう）配置されます。

D １つの操作でコンプ列を複製し、複製したコンプ列を新しいセグメントにアサインできます。ナイフ（カット）ツールを選択し、
[Ctrl](Win) または [Option](Mac) を押しながらコンプ列をクリック / スワイプします。これによりレコーディングは新しいコンプ
列に複製され、さらにそのレコーディングは新しいセグメントにアサインされます。

q この機能の実用例は「スネアヒットの移動」をご参照ください。
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コンプ列のカット / コピー / ペースト
レコーディングを異なるクリップに移動するにはコンプ列をカット / コピーしてからペーストします：

1. １つ以上のコンプ列を選択し、[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [X]（カット）または [C]（コピー）を押して、コンプ
列をクリップボードメモリーに入れます。
また、" 編集 " メニューまたはコンテクストメニューから " カット " または " コピー " を選択します。

2. コンプ列のペースト先となるオーディオクリップを開きます。
同じソング内のほか、別のソングでも可能です。

3. カット / コピーしたコンプ列をペーストするには [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [V] を押すか、"編集 " メニューまた
はコンテクストメニューから "ペースト "を選択します。
コンプ列はエディットペーンの最上部にペーストされます。隣接していないコンプ列をペーストすると、エディットペーン最上部
にまとめて（隣接するよう）配置されます。

! コンプ列を別のソングにペーストした場合、オーディオレコーディング自体もペースト先のソングに追加されるため、ソングファ
イルのサイズも大きくなります。

コンプ列レベルの調整
1. コンプ列をクリックして選択します。

選択したコンプ列の色が暗くなります。

2. レベルを調整します。コンプ列レベルフェーダーをドラッグするか、インスペクターの "レベル（dB）" ディスプレイの数値を変
更します。
" レベル（dB）" ディスプレイは dB と 1/100dB に分かれています。

シングルモードにてレコーディングのオーディオレベルを調整

D エディットモードでクリップ全体のレベルを編集できます -クリップオーバービューのクリップレベルハンドルをクリック＆ドラッ
グします。
コンプ列のレベル調整とクリップオーバービューのレベル調整は加算されます。



シーケンサーでのオーディオ編集182

レコーディングオフセットの調整
状況に応じて再生タイミングを調整するため、コンプ列のレコーディングの位置を移動 / ナッジできます（例えば位置を数ティック動
かす））。レコーディングオフセット調整はシングルモードとコンプモードのいずれでも行えます：

1. コンプ列をクリックして選択します。
2. レコーディングを左右にクリック＆ドラッグするか、インスペクターの "録音オフセット "ディスプレイの数値を変更します。

" 録音オフセット " ディスプレイは小節、拍子、16 分音符、ティック、サブティックに分かれています。16 分音符は 240 ティック
で、１ティックは 16 サブティックに相当します。

コンプ列のレコーディングのオフセット（位置）の調整

キーボードの矢印キーで、選択したレコーディングのオフセットをナッジできます。

D レコーディングをスナップ値のステップでナッジするには [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら左右矢印キーを押します。
この操作はスナップがオンでなくても行えます。

D レコーディングをティック単位のステップでナッジするには [Ctrl]+[Alt](Win) または [Cmd]+[Opt](Mac) を押しながら左右矢印キー
を押します。

D レコーディングを拍子単位のステップでナッジするには[Ctrl]+[Shift](Win)または[Cmd]+[Shift](Mac)を押しながら左右矢印キーを
押します。

q レコーディング内の正確な位置を把握するには、任意の位置からレコーディングを試聴できます（「スピーカーツール」参照）。

q この機能の実用例は「スネアヒットの移動」をご参照ください。

未使用のレコーディングの 削除
オーディオクリップの編集を完了したとき、コンプ列に使用する予定のない未使用レコーディングが残っていることがあります。ソン
グのファイルサイズを減らすには未使用レコーディングの削除が有効です。

D エディットモードのクリップオーバービューエリアもしくはアレンジメントでクリップを選択し、"編集 " メニューまたはコンテク
ストメニューから "未使用のレコーディングの削除 "を選択します。
クリップで使用されていないレコーディングはすべて完全に削除されます。

･ シングルモードではクリップの一番上のコンプ列のみが再生されます -他のコンプ列は「未使用」とみなされます。ただしクリッ
プをコンプモードに切り替えた場合、これらコンプ列に使用されているカットやセグメントにアサインされているものがある可能
性があります。
シングルモードではクリップの一番上のコンプ列のみが再生されます - 他のコンプ列は「未使用」とみなされます。ただしクリッ
プをコンプモードに切り替えた場合、これらコンプ列に使用されているカットやセグメントにアサインされているものがある可能
性があります。

･ オーディオレコーディングを削除した後、ソングファイルのサイズを減らすには "ファイル " メニューの "最適化して保存 "機能を
使用します（「ソングを最適化して保存」参照）。

" 録音オフセット " ディスプレイには選択されたコンプ列で、ク
リップ位置に対するレコーディングのオフセットが表示されます。
選択されたコンプ列のレコーディングを左右に移動するとオフセッ
トディスプレイの値はアップデートされます。同じようにクリップ
の始点位置（左のクリップハンドル）を変更することによってク
リップのサイズ変更をした場合もオフセットディスプレイ値はアッ
プデートされます。しかし、右クリップハンドルでクリップをサイ
ズ変更した場合、もしくはクリップ全体を移動した場合、すべての
コンプ列のすべてのレコーディングが追従するため、レコーディン
グオフセットは変わりません。
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クリップを新規サンプルへバウンス
ひとつ以上のオーディオクリップを新しいソングサンプルにバウンスできます。バウンス後はサンプルをサンプル編集ウィンドウで編
集し、サンプラーデバイスに読み込んで再生できます。次のように行います：

D エディットモードのクリップオーバービューエリア、またはアレンジメントでクリップを選択し、”編集 ” メニューまたはコンテク
ストメニューから ”クリップを新規サンプルへバウンス ”を選択します。
オーディオクリップは新しいソングサンプルとしてバウンスされます。サンプルにはオーディオクリップ名（クリップ名が設定さ
れている場合）か、オーディオトラック名に連番を加えた名前が付けられます。バウンスされたオーディオクリップはツールウィ
ンドウのソングサンプルタブに追加されます。サンプリングとサンプル編集に関する詳細は「サンプリング」をご参照ください。

” クリップをディスクへバウンス ”機能について
” 編集 ” メニューとクリップコンテクストメニューの ” クリップをディスクへバウンス ” 機能は、選択されたクリップのオーディオを
ひとつの WAV または AIFF ファイルへ書き出します。この機能はオーディオクリップを外部アプリケーションで処理してから再イン
ポートしたい時などに便利です。詳しくは「オーディオクリップのバウンス」をご参照ください。
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クリップのノーマライズ
ノーマライズとは、最も大きな音が０ dB になるように全体のオーディオレベルを上げる処理です。ノーマライズは、シングルモード
やコンプモードとは関係なく、すべてのオーディオクリップに適用できます。

1. アレンジメントまたはエディットモードのクリップオーバービューでオーディオクリップを選択します。

エディットモードのクリップオーバービューで選択されたコンプされたオーディオクリップ

2. ” 編集 ” メニューまたはコンテクストメニューから ”クリップをノーマライズ ”を選択します。

新しいコンプ列が最上部に自動的に作成され、オーディオトラック名に ”normalized” が加えられた名前が付けられます。ノーマラ
イズされバウンスされたオーディオは、新しいコンプ列に置かれ、同時にオーディオクリップはシングルモードに切り替えられま
す。元のオーディオは元のコンプ列に保持されます。

! オーディオクリップの範囲内のオーディオのみがノーマライズされます。マスクされたオーディオは含まれません。

! 注：オーディオの最大レベルが既に０ｄBであるクリップをノーマライズしても効果はありません。
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クリップのリバース（逆再生）
オーディオクリップをリバースすると、通常とは逆方向（後ろから前へ）に再生します。リバースはシングルモードやコンプモードと
は関係なく、すべてのオーディオクリップに適用できます。

1. アレンジメントまたはエディットモードのクリップオーバービューでオーディオクリップを選択します。

エディットモードのクリップオーバービューで選択されたコンプされたオーディオクリップ

2. ” 編集 ” メニューまたはコンテクストメニューから ”クリップをリバース ”を選択します。

新しいコンプ列が最上部に自動的に作成され、オーディオトラック名に ”normalized” が加えられた名前が付けられます。リバース
されバウンスされたオーディオは、新しいコンプ列に置かれ、同時にオーディオクリップはシングルモードに切り替えられます。
元のオーディオは元のコンプ列に保持されます。

! オーディオクリップの範囲内のオーディオのみがノーマライズされます。マスクされたオーディオは含まれません。

クリップのテンポをスケール
メインシーケンサーでテンポを変更した際に自動的に適用されるタイムストレッチ機能の他に、任意のクリップに使用できるスケール
テンポ機能があります。スケールテンポ機能はオーディオクリップ、ノートクリップ、そしてパラメーターオートメーションクリップ
に同じように適用されます。オーディオクリップのテンポをスケールすると面白い結果が得られるかもしれません。
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1. エディットモードでオーディオクリップを開きます。
この例では４つのコンプ列からいくつかのカッツを加えてコンプしたクリップを使用しますが、スケールテンポ機能は、シングル /
コンプモード、コンプ列の数などには関係なく、作用します。

2. 選択ツールを選択し、[Ctrl](Win)/[Option](Mac) を押さえながらマウスカーソルをクリップリサイズハンドルにかざします。
クリップリサイズハンドルの上では、矢印シンボルは「スケールテンポ」矢印に変わります。

3. [Ctrl](Win)/[Option](Mac) を押さえながら、カーソルを横方向にクリック＆ドラッグして、クリップの内容のテンポをスケールし
ます。
この例では、クリップの右ハンドルを右へ 1 小節移動することで、クリップを１小節伸ばしました。

この操作により、オーディオクリップのテンポがスケールされ、オーディオレコーディングはクリップの新しい尺に合うようにス
トレッチされます。カッツ間の距離、そしてすべてのコンプ列のレコーディングも比例してストレッチされています。

ツールウィンドウにて、数値によるスケールテンポ機能の操作も可能です。「スケールテンポ」参照。
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コンプモードでのオーディオ編集
本セクションではコンプモードでのオーディオ編集に特化した操作を説明します。本セクションの末尾ではコンプしたオーディオク
リップを作成する様々な方法の詳しい実用例が記述されています（「コンプしたオーディオクリップの作成」参照）。一般的なオーディ
オ編集操作については「オーディオクリップの編集」をご参照ください。

カットの追加
D アサインしたいレコーディングを含むコンプ列にナイフツールをかざし、クリックします。

新しいカットハンドルがカット列に追加されます。コンプ列でカットラインより右のレコーディングが新しいセグメントにアサイ
ンされます：

7
"Take 4" コンプ列のレコーディングを新しいセグメントにアサイン

D ナイフツールで無音列をクリックするとカーソルより右に無音がアサインされます。

D ナイフツールでカット列をクリックすると現在アサインされているレコーディングを変えずに、新しいカットが作成されます。
カット列に新しいカットハンドルが追加されます。前のレコーディングアサインが新しいセグメントにも適用されます。

･ [Ctrl](Win) または [Option](Mac) を押しながらコンプ列をナイフツールでクリックすると、まずコンプ列が複製されます。次に複
製されたコンプ列が新しいセグメントにアサインされます。
複製したコンプ列のタイミング（レコーディングオフセット）やレベルを必要に応じて変更できます。この際、元のコンプ列から
再生しているセグメントは影響を受けません。

! スナップがオンの場合は操作に適用されます。

q スナップは [S] でオン / オフを切り替えられます。

q カットを追加する実用例は「コンプしたオーディオクリップの作成」をご参照ください。

q コンプ列内をナイフツールでスワイプしてカット始点から終点を指定した新しいセグメントを切り出せます -「セグメントの 追加」
をご参照ください。
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セグメントの 追加
ナイフツールでカット始点から終点を指定した新しいセグメントを切り出せます - 希望するコンプ列内を水平方向にクリック＆ドラッ
グ（スワイプ）します。

D ナイフツールでコンプ列の一部分をスワイプ（クリック - ホールド＆ドラッグ）して新しいセグメントにアサインできます。

D 既存のセグメントの中に新しいセグメントを挿入するには、ナイフツールでコンプ列またはカット列をスワイプします。
コンプ列をスワイプすると、そのコンプ列のレコーディングを自動的に新しいセグメントにアサインします。カット列をスワイプ
すると、新しいセグメントが挿入されますが、レコーディングのアサインは変わりません。既存のセグメントに新しいセグメント
を挿入すると、結果として３つのセグメントができます。既存のカットの上をスワイプすると、そのカットは上書きされます（取
り除かれます）。

･ [Ctrl](Win) または [Option](Mac) を押しながらナイフツールでコンプ列をクリック /スワイプすると、まずコンプ列が複製されま
す。次に複製されたコンプ列が新しいセグメントにアサインされます。
複製したコンプ列のタイミング（レコーディングオフセット）やレベルを必要に応じて変更できます。この際、元のコンプ列から
再生しているセグメントは影響を受けません。実用例は「スネアヒットの移動」をご参照ください。

! スナップがオンの場合は操作に適用されます。

q スナップは [S] でオン / オフを切り替えられます。

q カットを追加する実用例は「コンプしたオーディオクリップの作成」をご参照ください。

カットにクロスフェードを 追加
カット（２つのセグメントの間）にクロスフェードゾーンを追加するには：

D カットハンドルを選択し、カットクロスフェードハンドルを右にドラッグします。

クロスフェードカーブはアサインされたセグメントに表示されます。クロスフェード時間が長くなるほどカーブは平らになります。

D クロスフェードを取り除くにはカットクロスフェードハンドルを左に戻します。

ナイフツールをコンプ列上の希望する始点位置にかざしスワイプし
ます．．．

．．．セグメントの終点にする位置でマウスボタンを放し
ます

カットクロスフェードハンドルをクリック＆ドラッグし．．． ．．．セグメント間にクロスフェードを追加します
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カットの 削除
D カットを削除するには左カットハンドルをクリックし、[Backspace] または [Delete] を押すか、" 編集 "メニューまたはコンテクスト
メニューから "削除 "を選択します。
削除したカットの右のセグメントが削除されます。削除したカットの左のセグメントが削除されたセグメントの分だけ延長されま
す：

D また消しゴムツールでカットハンドルをクリックして削除できます。

カットの移動
カットの移動はクリップのサイズ変更と似た作用があります - コンプ列のレコーディングのどの部分が再生されるか指定します。コン
プ列では有効なセグメント外のレコーディングはマスク（無音）されますが、その他の変更はありません。

D カットを移動するには右カットハンドルまたはカットラインをクリック＆ホールドし、左右にドラッグします。
カットラインの左のセグメントがサイズ変更されます。右のセグメントの始点は移動されます：

! セグメント内のレコーディングは移動されません - カットハンドル / ラインの現在位置に応じてマスクされるだけです。カットクロ
スフェードもカットハンドル / ラインと一緒に移動します。

! 同じ位置に２つのカットは存在できません。１つのカットを他のカットの位置にドラッグ＆ドロップした場合、移動したカットは
消えます。もしこのように誤ってカットを消してしまった場合は取り消し機能で回復できます。

D カットを移動する際、コンプ列のレコーディングも一緒に移動させるには、コンプ列とカットハンドル両方を [Ctrl]- クリック (Win)
または [Shift]- クリック (Mac) で選択します。次にカットを希望する位置にクリック＆ドラッグします。

! スナップがオンの場合は操作に適用されます。

･ インスペクターを使ってカットを数値で移動できます -「インスペクターを使用したレコーディングとカットの編集」参照。

カットハンドルをクリックして選択します [Backspace] または [Delete] を押してカットハンドル
の右のセグメントを削除します

カットハンドルをクリックして選択します カットハンドルを左右にドラッグして移動します
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コンプ列アサインの変更
コンプしたオーディオクリップを作成した後でもアサインしたコンプ列を変更できます：

D 選択ツールを選択し、セグメントにアサインしたいレコーディングを含むコンプ列をダブルクリックします。
この際、希望するセグメントのカットラインの間のエリアをダブルクリックしてください。

キーボードショートカットを使ってコンプ列のアサインや、セグメントフォーカスを変えられます。

D [Ctrl](Win)/[Cmd](Mac) を押しながら上下矢印キーを押してアサインするコンプ列を選択します。

D セグメントフォーカスを変えるには、[Ctrl]+[Alt]+[Shift](Win) または [Cmd]+[Option]+[Shift](Mac) を押しながら左右矢印キーを押
します。

セグメントフォーカスインジケーターは現在フォーカスされているセグメントを示します

セグメントにアサインしたいコンプ列をダブル
クリックします

セグメントではこのレコーディングが再生されます

カット列

セグメントフォーカス
インジケーター
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クリップを新規レコーディングへバウンス
コンプしたオーディオクリップを「整理」するには、クリップを新規レコーディングへバウンスする機能が便利です。この際コンプさ
れたクリップのすべてのセグメントのオーディオレコーディングが、カットクロスフェードやコンプ列レベルなどを適用した形で、１
つの新しいレコーディングに統合され、新しいコンプ列に配置されます。クリップを新しいレコーディングへバウンスした後、未使用
になったレコーディングを削除してファイルサイズを縮小できます。この機能はひとつ以上の選択されたオーディオクリップに対して
実行できます：

D エディットモードのクリップオーバービューエリアもしくはアレンジメントでクリップを選択し、"編集 " メニューまたはコンテク
ストメニューから "クリップを新規レコーディングへバウンス "を選択します。
新しいコンプ列に「統合」されたレコーディングが作成されます。このコンプ列はエディットペーンにて他のコンプ列より上に配
置されます。新しいコンプ列の名前には "(bounced)" が追加されます。

クリップがバウンスされるとエディットモードビューが自動的にコンプモードからシングルモードに切り替わります。クリップを
再生すると、一番上のコンプ列にバウンスされたレコーディングのみが再生されます。ただしクリップはバウンス以前と全く同じ
音で再生されます。

結果に満足し、クリップをこれ以上編集する必要がない場合は " 未使用のレコーディングの削除 " 機能を使って元のコンプ列のレ
コーディングを削除すれば、ファイルサイズを縮小できます（「未使用のレコーディングの 削除」参照）。ファイルサイズが気にな
らないならクリップの元のテイクを取っておいてもよいでしょう。そうすればいつでもコンプモードに切り替えて再度編集を行え
ます。

q " クリップを新しいレコーディングへバウンス "機能は大きなオーディオファイルをインポートしたものの、その一部のみしか使用
しない場合などに便利です。クリップで実際に使用する一部分をバウンスしたら、未使用の部分を削除してファイルサイズを縮小
できます。

q オーディオクリップをディスク、またはサンプルへもバウンスできます。詳しくは「オーディオクリップのバウンス」と「クリッ
プを新規サンプルへバウンス」をご参照ください。

クリップオーバービューでクリップを選択 " クリップを新しいレコーディングへバウンス " を選択すると、新しい
「統合」されたレコーディングが追加コンプ列に作成されます



シーケンサーでのオーディオ編集192

コンプしたオーディオクリップの作成
ループモードにて複数サイクル録音した場合（「ループモードでのオーディオレコーディング」参照）、または既存オーディオクリップ
の中または上に録音した場合（「既存オーディオクリップへの 録音」参照）、各レコーディングはそれぞれコンプ列に配置されます。
これら複数のコンプ列のレコーディングから一番優れた部分（セグメント）を選び取り、「コンプ」されたオーディオクリップを作成
できます。下記の編集操作はすべて非破壊でいつでも変更できます。次のように行います：

1. オーディオクリップを開きます。
クリップがループモードで録音された場合、自動的にコンプモード（下記手順２）で開きます。ループモードで録音されなかった
場合はシングルモードで開きます。各テイク毎にコンプ列が作成され、それぞれレコーディングが配置されます。シングルモード
では一番上のコンプ列（最も新しいテイク）のみが再生されます。

４つのテイクを録音したオーディオクリップ

2. 必要であればコンプモードスイッチをクリックしてシングルモードからコンプモードに切り替えます。
カット列と無音列が一番上のコンプ列の上に現れます。

3. 各コンプ列のレコーディングで最も優れた部分を探します。
コンプ列のレコーディングを試聴して、コンプしたクリップで使用する部分を判断します。スピーカーツールを選択し、試聴した
いコンプ列と位置でクリック＆ホールドします（詳しくは「スピーカーツール」をご参照ください）。

q 選択ツールを使用しているときは [Alt]+[Shift](Win) または [Cmd]+[Shift](Mac) を押さえると一時的にスピーカーツールに切り替わ
ります。

オーディオレコーディングを
含んだコンプ列

オーディオクリップ
（最新のテイク）

無音列

カット列
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4. クリップで一番最初に使用するコンプ列を選択ツールでダブルクリックします。
この例では "Take 2" コンプ列のレコーディングを使用することにしました：

"Take 2" コンプ列をダブルクリックして、クリップの最初のセグメントにアサインします

5. シーケンサーツールバーでナイフツールを選択します - または選択ツールを使用しているときは [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押
さえます。
"Take 2" コンプ列のレコーディングは７小節の３拍目まで再生させることにしました。７小節の３拍目からはノイズを消すために
無音状態を入れます。そのためにはナイフツールを無音列の７小節３拍目の位置に移動し、クリックします：

この時点でクリップの始点から７小節３拍目までは "Take 2" コンプ列が、それ以後のセグメントには無音列がそれぞれアサインさ
れました。

6. スピーカーツールで次のセグメントに使用するレコーディングを探します。
８小節の３と４拍目の間から 11 小節１拍目には "Take 4" コンプ列のレコーディングが最適だと判断しました。

ナイフツールを無音列の７小節３拍目の位置に置
き．．．

．．．クリックすると無音列がクリップの２つ目のセ
グメントにアサインされます
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7. セグメントを指定するにはナイフツールでスワイプします。
ナイフツールで "Take 4" コンプ列の８小節３、４拍目の間から 11 小節１拍目までをスワイプします：

"Take 4" コンプ列のレコーディングがクリップの３つ目のセグメントにアサインされます。新しいカットハンドルが２つ追加され
ます：スワイプしたセグメントの始点と終点にそれぞれ１つずつ。

8. クリップ最後のセグメントにレコーディングをアサイン。
スピーカーツールで試聴した結果、クリップの終わりには "Take 1" コンプ列のレコーディングが最適だと分かりました。前の手順
でスワイプした際に４つ目のセグメントが作成されています。そのため選択ツールを用いて最後のカットラインより右側で "Take 
1" コンプ列をダブルクリックすれば、レコーディングは４つ目のセグメントにアサインされます：

最後のカットラインより右側で "Take 1" コンプ列をダブルクリックすれば、レコーディングは最後のセグメントにアサインされます

ナイフツールを "Take 4" コンプ列の８小節３、４拍目の間に置き、
スワイプします．．．

．．．11 小節１拍目でマウスボタンを放します
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9. クリップ内でセグメントごとにレコーディングが切り替わりますが、この際に起こりうるクリック音を抑制するためにクロス
フェードを加えましょう。
クロスフェードを加えるにはまずカットハンドルを選択し、カットハンドルの上に表示されるカットクロスフェードハンドルを選
択ツールでクリック＆ドラッグします：

クロスフェードのカーブはアサインされたセグメントの間に曲線として示されます。クロスフェード時間が長いほどカーブは平ら
になります。

必要であればクリップ内の他のカットクロスフェードハンドルで同じ操作を行います。

q 複数のカットで同じクロスフェード時間を使うには、カットハンドルを選択してからインスペクターの「値を一致させる」機能を
使用します（「カットクロスフェードのマッチ」参照）。

10.最後にクリップ内の異なるレコーディングのオーディオレベルを調整しましょう。
選択ツールで各コンプ列のコンプ列レベルフェーダーをクリック＆ドラッグして、クリップ全体のレベルバランスをとります。コ
ンプ列レベルの調整はオーディオクリップのコンプ作業中にいつでも行えます。

各コンプ列のオーディオレベルの調整

q 複数のカットで同じレベル設定を使うには、コンプ列を選択してからインスペクターの「値を一致させる」機能を使用します（「コ
ンプ列レベルのマッチ」参照）。

満足いけるコンプクリップができたなら、" クリップを新しいレコーディングへバウンス " 機能で１つのレコーディングにまとめられ
ます（「クリップを新規レコーディングへバウンス」参照）。 

これにより作業を整理しておける他、現在のコンプの「スナップショット」として、さらに細かい編集を行う際に基準点として使えま
す。

コンプ作業を完了し、ファイルサイズを縮小するには " クリップを新しいレコーディングへバウンス " と " 未使用のレコーディングの
削除 " 機能を使って元のテイクを削除できます（「未使用のレコーディングの 削除」参照）。

カットクロスフェードハンドルをクリック＆ドラッグ．．． ．．．セグメント間にクロスフェードが追加されます
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オーディオとテンポマッチ
インポートしたオーディオクリップをソングテンポにマッチ
Reason Essentials のエクスポートやバウンス機能で作成したオーディオファイルにはテンポ情報が含まれます。このようなオーディオ
ファイルをインポートすると、ソングのテンポに一致するように自動的にストレッチされます。

テンポが情報がなくても、テンポが一定したオーディオクリップならインポート後にソングテンポにマッチできます。まずはクリップ
のスケールテンポ機能を使って手動でオーディオクリップを「ストレッチ」する方法があります（「クリップのテンポをスケール」参
照）。

さらにオーディオクリップの自動ストレッチを無効にしてからシーケンサーのテンポをオーディオクリップに合わせる方法がありま
す。この際、まずはストレッチを無効にしてインポートしたオーディオクリップにソングテンポを合わせます。次にストレッチを有効
にしてソングテンポを元に戻します：

1. インポートしたオーディオファイルを含んだクリップを選択し、"編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "ストレッチ オ
フ " を選択します。
ストレッチを無効にするとクリップのオーディオレコーディングはソングテンポに関係なく、常に同じテンポで再生します。

インポートしたオーディオレコーディングを含むクリップのストレッチを無効化 ( オフ）

2. シーケンサーの再生を開始し、クリップのオーディオレコーディングのテンポとマッチするまでシーケンサーテンポを上下に調整
します。
必要であればメトロノーム「クリック」をオンにしてテンポを聴き比べます。オーディオレコーディングとクリック音が合致する
までテンポを調整します。

3. オーディオファイル全体（もしくは必要な部分だけ）が再生されるようにクリップの長さを調整します。
4. クリップを選択し、"編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "クリップを新規レコーディングへバウンス "を選択しま
す。
新しいレコーディングの音は変わりせんが、手順２で設定したテンポの情報が含まれます。

5. オーディオクリップを選択した状態で "編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "ストレッチ オン "を選択します。
6. ソングテンポを元の BPMに戻します。

ソングテンポを調整すると、オーディオレコーディングのテンポも追従します - レコーディングの音程は変わりません。これは
オーディオをストレッチしているからです。Reason Essentials は自動的にこの操作を２つの並行したステップで行います：１つは
リアルタイムの「試聴」ストレッチで、瞬時にテンポ変更の結果を聞くことができます。もう１つは高品位ストレッチでバックグ
ラウンドで処理されます。高品位ストレッチが実行されている間、トランスポートパネルの "Calc" インジケーターにプログレス
バーが表示されます：

Reason Essentials が高品位ストレッチを実行している間、CALC プログレスバーが現れます

高品位ストレッチはバックグラウンドで行われますため、ソングでの作業は中断されません。高品位ストレッチが完了すると、
Calc インジケーターが消え、作成されたオーディオデータが再生されます。
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スネアヒットの移動
いくつかのオーディオトラックに生ドラムを録音したと仮定しましょう。ソングのテンポは大丈夫ですが、１つだけ遅れてしまったス
ネアヒットがあります。この１つのスネアヒットさえ移動すればドラムは完璧です。次の例ではこの修正作業を説明します：

1.「オフビート」のスネアヒットを含んだクリップを開きます。
各スネアヒットがはっきりと認識できるまでズームインします。「メイン」のスネアヒット以外にゴーストノートもあります。

最初と３つ目のスネアヒットはビートに合っていますが、２ヒット目は若干遅れています

2. コンプモードに切り替え、ナイフツールを選択します。
3. [Ctrl](Win) または [Option](Mac) を押しながら２つ目のスネアヒットの周りをコピー＆スワイプします。

この際、スワイプする範囲の前後に無音が残るようにしてください。

２つ目のスネアヒットの周りをコピー＆スワイプ

最初のヒット 2 つ目のヒット 3つ目のヒット

最初のヒット 2つ目のヒット 3つ目のヒット
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マウスボタンを放すとコンプ列が複製され、スワイプした範囲は自動的に新しいセグメントにアサインされます：

スワイプされた範囲が新しいコンプ列に複製され、新しいセグメントにアサインされます

次にこのスネアヒットがビートに当たるように位置を調節します。

最初のヒット 2つ目のヒット 3つ目のヒット

複製されたコンプ列
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4. ２つ目のスネアヒットの位置を調整します：複製したコンプ列のレコーディングを右へクリック＆ドラッグするか、コンプ列を選
択してから矢印キーでナッジするか、インスペクターの "レコーディングオフセット "値を変更します。

複製したコンプ列のレコーディングオフセットを調整して、２つ目のスネアヒットをビートに合わせる

これで他のスネアヒットは変えずに、２つ目のスネアヒットだけをビートに合うように移動しました。

この方法を使えばトラックのどこでも個別にヒットを調整できます。ただ元のコンプ列をまず複製することを忘れないようにして
ください。レコーディングオフセットは複製したコンプ列で行います。

q クリップのコンプ列を何度複製してもソングファイルのサイズは大きくなりません。Reason Essentials は複雑な内部オーディオ管
理システムを使用しており、ソング内では必要に応じてレコーディングを再利用します。

最初のヒット 2つ目のヒット 3つ目のヒット
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インスペクターを使ったオーディオ編集
インスペクターではオーディオレコーディングを数値で編集できます。

インスペクターを使用したレコーディングとカットの編集
コンプ列を選択するとインスペクターにはふたつのディスプレイが表示され、それぞれレコーディングオフセットとコンプ列レベルを
示します：

コンプモードでカットハンドルを選択すると、ふたつのディスプレイが表示され、それぞれカットハンドルの位置とクロスフェード時
間を示します：

D 値を編集するにはディスプレイ内の数値を上下にクリック＆ドラッグ、または上下ボタンを使用、または数値を入力します。ス
ナップは適用されません。
インスペクターディスプレイでの編集に関する詳細は「インスペクター数値ディスプレイ」をご参照ください。

インスペクターを使用した複数のレコーディングやカットの編集
際、変更はすべて相対的に行われます。例えば複数のコンプ列を選択した状態でレコーディングオフセットやレベルを変更すると、レ
コーディングはすべて同じ量で変更され、それぞれの相対的な数値は保持されます。

･ 複数のコンプ列が選択されているとき、ディスプレイには一番上のコンプ列の数値が表示されます。

･ 複数のカットハンドルが選択されているとき、ディスプレイには最初のカットハンドルの位置とクロスフェードの数値が表示され
ます。

･ 異なる値をもつ複数のコンプ列 /カットハンドルを選択したとき、値を一致させるボタンが相当するディスプレイの隣りに現れま
す。
カットハンドルの場合、クロスフェード値のみを一致できます - 位置は一致できません。「オーディオの値を「値を一致させる」機
能でマッチ」をご参照ください。

･ コンプ列とカットハンドル両方を同時に選択している場合（例えばカットとレコーディングを一緒に移動するときなど）、インスペ
クターにディスプレイは表示されません。

オーディオの値を「値を一致させる」機能でマッチ

「値を一致させる」ボタンは赤い " ＝ " マークとして表示されます

インスペクターの「値を一致させる」機能は、複数の選択されたコンプ列のレコーディングオフセットやコンプ列レベルを、選択され
ている一番上のコンプ列の値にマッチさせます。また複数の選択されたカットハンドルのカットクロスフェード値を、選択されている
最初のカットハンドルの値にマッチさせます。
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レコーディングオフセットのマッチ
レコーディングオフセットのマッチは、複数のコンプ列のレコーディングの始点を同じ位置に合わせられます。

1. 複数のコンプ列を選択し、選択ツールをレコーディングオフセットの「値を一致させる」ボタンにかざします。

コンプ列を３列選択（上の３列）

一番上のコンプ列のレコーディングオフセットは２拍です。

2. " レコーディングオフセット "ディスプレイのとなりの「値を一致させる」ボタンをクリックします。
選択されたコンプ列のレコーディングオフセットはすべて２拍に設定されます。

上３列のコンプ列のレコーディングオフセットはすべて２拍に設定されます
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コンプ列レベルのマッチ
以下はコンプ列レベルをマッチする例です：

D 複数のコンプ列を選択し、レベルの「値を一致させる」ボタンをクリックします。

選択された３列のコンプ列のレベルは一番上のコンプ列と同じ 0.00dB に変更

カットクロスフェードのマッチ
カットクロスフェードのマッチは、クリップ内の複数のカットに同じクロスフェード時間を素早く設定できます。コンプしたクリップ
ではセグメント間のクリック音を抑制するためにカットクロスフェードを使用します。最初のカットにクロスフェードを作成したら、
他のカットに同じクロスフェードを一度に追加できます：

D 複数のカットハンドルを選択し、カットクロスフェードの「値を一致させる」ボタンをクリックします。

選択されたカットのクロスフェードは最初のカットクロスフェードと同じ値に変更



第 9章
ノートとオートメー
ションの編集



ノートとオートメーションの編集204

本章について
本章はシーケンサーでのノートとパラメーターオートメーション イベントの編集方法について説明します。またノートやオートメー
ションイベントを手動でクリップに追加する方法についても解説します。シーケンサーの基本機能、レコーディング、オーディオ編
集、シーケンサーでのアレンジについては「シーケンサー機能」、「シーケンサーでのレコーディング」、「シーケンサーでのオーディオ
編集」、「シーケンサーでのアレンジ」をご参照ください。

エディットモード
ノートクリップやパラメーターオートメーションクリップをレコーディングしたら、次に間違いなどを編集 / 修正できます。例えば、
間違ったノートを演奏したり、モジュレーションホイールの操作が大きすぎた場合などでは、レコーディングをやり直す必要はありま
せん。個別のノート / パラメーターオートメーション イベントはいくつかの方法で編集 / 修正できます。

D エディットモードに切り替えるには、アレンジモードでノート / オートメーションクリップをダブルクリックするか、シーケンサー
ウィンドウ左上にある "エディット "ボタンをクリックます。

エディットモードで編集のために開いたノートクリップ

D エディットモードを終了するには再度 "エディット "ボタンをクリックするか、ルーラー左の「戻る」ボタンをクリックします。

” エディット ” ボタンか「もどる」ボタンをクリックして、アレンジモードにもどる

D [Shift]-[Tab] あるいは [Ctrl](Win)/[Command](Mac)+[E] を押して、アレンジモードとエディットモードを切り替えられます。



ノートとオートメーションの編集 205

編集対象の選択
エディットモードでは 1 つのトラックの内容がエディットペーンに表示されます。インストゥルメントトラックでエディットフォーカ
スできるノートレーンは、常に 1 つに限定されます。

･ エディットモードに切り替える際にトラックが選択されていた場合、エディットフォーカスされたノートレーンの内容が表示され
ます。
またすべてのパラメーターオートメーションレーンはエディットペーンの下部に表示されます。エディットモードに切り替えたと
きにエディットフォーカスされたノートレーンの１クリップが選択されていた場合、そのクリップが自動的に開きます。クリップ
が選択されていなかった場合、イベントは灰色表示されます。ノート / オートメーションイベントを編集 / 描画するにはまずク
リップを（ダブルクリックなどで）開く必要があります（「編集のためにノートとオートメーションクリップを開く」参照）。

･ トラックに複数のノートレーンがある場合、現在選択されているノートレーンの内容のみが表示されます。
エディットフォーカスを別のノートレーンに切り替えるにはノートレーンのハンドルをクリックしてください。

ノートレーンハンドル

･ トラックの切り替えはいつでも可能です。トラックリストでトラックをクリックしてください。
この方法によりエディットモードのまま、異なるトラックやノートレーンにエディットフォーカスを切り替えられます。アレンジ
モードに戻る必要はありません。

編集のためにノートとオートメーションクリップを開く

編集のためにノートクリップを開く
ノートクリップはノートイベント（ベロシティー値を含む）とパフォーマンスコントローラー イベントを含みます。パフォーマンス
コントローラーにはデフォルトでモジュレーションホイール、ピッチベンド、サステインペダル、アフタータッチ、エクスプレッショ
ン、ブレスコントロールが含まれます。ですがコントローラーの構成は簡単に変更できます（「新しいパフォーマンスコントローラー 
オートメーションレーンの作成」と「パフォーマンスコントローラー オートメーションレーンの削除」参照）。

アレンジモードではノートイベントは「ピアノロール」形式で、パフォーマンスコントローラーは曲線 / 直線でクリップ内に表示され
ます。すべてのコントローラーは一緒に表示されるため、異なるパフォーマンスコントローラーを識別することはできません。下図の
ノートクリップはノートイベントのほか、モジュレーションホイールとピッチベンド パフォーマンスコントローラーイベントを含み
ます：
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D ノートクリップの内容を編集するにはノートクリップをダブルクリックするか、選択してから [Return] を押して開きます。
アレンジモードからノートクリップを開くと、シーケンサーは自動的にエディットモードに切り替わります。

アレンジモードにてノートクリップをダブルクリックすると ...

... エディットモードで開きます。エディットモードで開いたクリップはハイライトされます

D エディットモードで閉じている（イベントは灰色表示）ノートクリップをダブルクリックするとエディットモードで開き、編集で
きます。
クリップオーバービュー、ノートエディットレーン、またはパフォーマンスコントローラーレーンでダブルクリックできます。

D クリップを閉じるには [Esc] を押すか、クリップオーバービューでそのクリップの外をクリックするか、または "エディット "か「戻
る」ボタンをクリックします。
クリップをアレンジモードから開いた場合、[Esc] を押すとシーケンサーは自動的にアレンジモードに戻ります。

編集のためにパラメーターオートメーションクリップを開く
パラメーターオートメーションクリップには１つのパラメーターのオートメーションイベントが含まれます。

D アレンジモードでパラメーターオートメーションクリップをダブルクリックすると、アレンジモードのままで開きます。
パラメーターオートメーションレーンの高さが拡大され、オートメーションイベントの編集がしやすくなります。エディットモー
ドに切り替える必要なくパラメーターオートメーションイベントを編集できます。これによりオートメーションイベントを素早く
編集できます。

アレンジモードで開く前と後のパラメーターオートメーションクリップ

D アレンジモードで開いたパラメーターオートメーションクリップを閉じるには [Esc] を押すか、他のレーンをクリックします。

エディットモードでのパラメーターオートメーションイベントの編集については「アレンジモードでのパラメーターオートメーション
の編集」をご参照ください。
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D エディットモードでパラメーターオートメーションクリップをダブルクリックすると、エディットモードのままで開きます。

エディットモードで開く前 / 後のパラメーターオートメーションクリップ

D エディットモードで開いたパラメーターオートメーションクリップを閉じるには [Esc] を押すか、他のレーンをクリックします。

エディットモードでのパラメーターオートメーションイベントの編集については「エディットモードでのパラメーターオートメーショ
ンの編集」をご参照ください。

エディットモードの要素
エディットモードでノートクリップは様々なエディットレーンに分割されています。これらは異なるタイプのイベント（ノート、ベロ
シティー、パフォーマンスオートメーションコントローラーのイベントなど）の編集に使用します。下部にはトラックのパラメーター
オートメーションレーンが表示されます。各エディットレーンの高さはレーン間のデバイダーで調整できます。またエディットペーン
の右側にあるスクロールバーと縦ズームツールで各エディットレーンをスクロール / ズームできます。

上図には３つのノートクリップをエディットモードで表示しています。中央のクリップは編集のために開いており、そのためハイライトされています。
同一レーンの両隣りの（閉じた）クリップは表示されますが、イベントは灰色表示されます

クリップサイズ変更ハンドル

ノートエディットモードセレクター

縦ズームツール

縦ズームツール

パフォーマンスコントローラー
オートメーション セレクター

ベロシティーエディットレーン

パフォーマンスコントローラー
エディットレーン

固定値ハンドル

クリップオーバービュー

ノートエディットレーン

パラメーターオートメーション
レーン

縦ズームツール

「戻る」ボタン
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上の画像のとおり、エディットペーンには上から次の要素が含まれます：

･ 「戻る」ボタン
「戻る」ボタンをクリックしてエディットモードからアレンジモードに戻ります。

･ クリップサイズ変更ハンドル
ハンドルをクリック＆ドラッグしてクリップの位置と長さを変更できます。

･ クリップオーバービュー
クリップオーバービューにはエディットフォーカスされたノートレーンにあるノートクリップが表示されます。クリップオーバー
ビューでは１つまたは複数のクリップを選択し、アレンジモードのようなクリップ編集（移動、サイズ変更など）を行えます。

･ ノートエディットモード セレクター
ノートエディットレーンの右、縦ズームツールの下にはノートエディットモードセレクターがあります。クリックしてキーエ
ディット / ドラムエディット /REX エディットモードから選択できます。選択したモードによってノートエディットレーンの表示形
式が異なります。これらモードに関しては「ノートエディットモード」をご参照ください。

･ パフォーマンスコントローラー オートメーション セレクター
ノートクリップのレコーディング中に使用したパフォーマンスコントローラーにはそれぞれ個別のパフォーマンスコントローラー 
エディットレーンが作成されます。このセレクターを使ってクリップのパフォーマンスコントローラー エディットレーンを追加 /
削除できます。詳しくは「新しいパフォーマンスコントローラー オートメーションレーンの作成」と「パフォーマンスコントロー
ラー オートメーションレーンの削除」をご参照ください。

･ ノートエディットレーン
ここでは開いたクリップのノートを編集できます。ノートエディットレーンではノートイベントはピアノロール上のオレンジ色の

「箱」として表示されます。各箱の左端はノートオン（キーダウン）、右端はノートオフ（キーアップ）を示します。箱の色の濃さ
はノートのベロシティーを現します。選択したノートエディットモード（「ノートエディットモード」参照）によって、ノートエ
ディットレーンの表示内容は異なります。

･ ベロシティーエディットレーン
ベロシティーエディットレーンはレコーディングされたノートのベロシティー値を表示します。ベロシティー値は自動的にノート
と同時にレコーディングされます。ベロシティー値の編集に関しては「ノートベロシティーの編集」をご参照ください。

･ パフォーマンスコントローラー エディットレーン
パフォーマンスコントローラー エディットレーンにはモジュレーションホイール、ピッチベンド、サステインペダル等のパフォー
マンスコントローラーイベントが表示されます。パフォーマンスコントローラーイベントはコントローラータイプごとにそれぞれ
レーンに分類されます。パフォーマンスコントローラーは個別のノートクリップに属していますが、トラック上すべての有効ノー
トレーンに作用します。パフォーマンスコントローラーイベントの編集に関しては「オートメーションの編集」をご参照ください。

･ パラメーターオートメーションレーン
レコーディングされたパラメーターオートメーションはそれぞれ個別のクリップ、または個別のパラメーターオートメーション
レーンに表示されます。パラメーターオートメーションクリップはノートレーンやノートクリップには属しません。またノートク
リップとともに開くこともありません。パラメーターオートメーションクリップの内容を編集するにはダブルクリックして開きま
す -「オートメーションの編集」参照。

･ 固定値ハンドル
パフォーマンスコントローラー エディットレーンとパラメーターオートメーションレーンの左にある固定値ハンドルは、レーンに
クリップがない位置で使用されるコントローラー / パラメーターのデフォルト値を示します。この値はパラメーターの初期値

（オートメーションされる前の値）になります。パラメーターの固定値は固定値ハンドルを上下にドラッグするだけで簡単に変更で
きます。詳しくは「オートメーションの編集」をご参照ください。
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エディットモードでのウィンドウの操作

サイズ変更 / ズーム / スクロール
D エディットレーンの間のデバイダーをドラッグしてエディットレーンをサイズ変更 /隠せます。

状況に応じて各エディットレーンの右に個別ズームコントロールとスクロールバーも使用できます。

D 虫眼鏡ツールでズームイン / アウトできます（「虫眼鏡ツール」参照）。

D ハンドツールで表示位置を任意の方向にスクロールできます（「ハンドツール」参照）。

D ソングナビゲーターで横にズーム / スクロールできます（「基本的なウィンドウ操作」参照）。

D ソングナビゲーターハンドルを左右にクリック＆ドラッグして横にズームイン /アウトします（「基本的なウィンドウ操作」参照）。

D ソングナビゲーターハンドルを [Shift]- クリック＆左右にドラッグして左右対称にズームイン / アウトします（「基本的なウィンドウ
操作」参照）。

D ソングナビゲーター内を [Shift]- クリック、もしくは右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）＆上下にドラッグして左右対
称にズームイン / アウトします（「基本的なウィンドウ操作」参照）。

D スクロールバーで各エディットレーンを上下にスクロールします。

D 右側のズームボタンをクリックして各エディットレーンを縦にズームイン / アウトします。

･ より細かい編集を行う際はシーケンサーを最大表示するか、ミキサーとラックから分離してシーケンサーを画面全体に表示すると
良いでしょう（「エリア、ウィンドウと基本的なナビゲーション」参照）。
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ノートエディットモード
エディットモードに切り替えた際、選択されているインストゥルメントトラックのデバイスタイプによってノートエディットモードは
異なります。ID8 デバイスなどのインストゥルメントトラックではキーエディットモードが使用されます。Redrum トラックではドラ
ムエディットモード、Dr. Octo Rex トラックでは REX エディットモードが選択されます。

どのノートエディットモードでもノートイベントは「箱」として表示され、ノートの長さは箱の幅、ベロシティー値は箱の色濃度（濃
い＝高ベロシティー）でそれぞれ示されます。３つのノートエディットモードとも基本的なノート編集方法は共通しています。

D ノートエディットモードは手動で変えられます。ノートエディットレーンセクションの右上角のノート編集モードボタンをクリッ
クし、ポップアップメニューから別のモードを選択します。

ノートエディットモードの選択

選択したノートエディットモードはノートレーン毎に記憶されます。次回エディットモードに切り替えたとき、正しい（選択した）
ノートエディットモードが表示されます。

キーエディットモード

キーエディットモード

キーエディットモードは ID8 のようなインストゥルメントデバイスでレコーディングされたノートの表示と編集に最適です。左端のピ
アノキーボードが MIDI ノートの全音域（C-2 から G8）のノート値を示します。キーをクリックしてノートを試聴できます。マウスポ
インターをキーボードにかざすとカーソルはスピーカーシンボルに変わります。

q ノートエディットレーンのグリッドにキーボード（黒鍵と白鍵）の色が反映されていることにご注目ください。ノートの挿入や移
動の際に正しいピッチを見つけるのに役立ちます。
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ドラムエディットモード

ドラムエディットモード

ドラムエディットモードは Redrum デバイスでレコーディングされたノートの表示と編集に最適です。ドラムエディットモードでは
キーボードのかわりに Redrum ドラムサウンドチャンネル名のリストが表示されます。トラックが異なるタイプのインストゥルメント
デバイスの場合、リストには MIDI ノートナンバー（0-127）が表示されます。リストの名前（もしくはノートナンバー）をクリックし
てサウンドを試聴できます。

REX エディットモード

REX エディットモード

REX エディットモードは Dr. Octo Rex ループプレーヤーのスライスの表示と編集のために作られています。REX エディットモードでは
キーボードのかわりに Dr. Octo Rex デバイスのループスライス番号のリストが表示されます。リストの "Slice #1" はノート C3 に相当
します。リストのスライス番号をクリックして、Rex ループで相当するサウンドを試聴できます。
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空クリップの作成
シーケンサーでレコーディングするとレコーディングが有効なレーンには必要に応じてクリップが自動的に作成されます。しかし場合
によってはアレンジモードで空のクリップを手動で作成したいこともあるでしょう（後で内容をレコーディングまたは編集するためな
ど）。次のように行います：

1. シーケンサーツールバーから鉛筆ツールを選択します。

2. 鉛筆ツールをレーン上で、クリップの始点とする位置に置きます。
ノートクリップを作成するにはノートレーンに書き込みます。パラメーターオートメーションクリップを作成するにはパラメー
ターオートメーションレーンに書き込みます。スナップが有効の場合、クリップの始点と終点はスナップ値に従います（「スナッ
プ」参照）。

3. 鉛筆ツールをクリップの終点とする位置までクリック＆ドラッグします。

アレンジモードで空のノートクリップを鉛筆ツールを使って作成

D エディットモードでも空クリップを描画できます。ノートクリップはクリップオーバービューに、パラメーターオートメーション
クリップはパラメーターオートメーションレーンに描画します。
エディットモードではエディットペーンに描画するとクリップではなくノートが作成されます。このとき必要であればノートの周
りに新しいクリップが自動的に作成されます。

q「ノートの描画」と「パラメーターオートメーションイベントの描画」もご参照ください。
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ツールウィンドウの編集ツール
ツールウィンドウのシーケンサーツールタブで様々なノートとパラメーターオートメーション編集タスクを実行できます。次のように
ツールウィンドウとシーケンサーツールタブにアクセスします：

1. ツールウィンドウを開くには "ウィンドウ "メニューから "ツールウィンドウを表示 "を選択するか、[F8] を押します。
[F8] はツールウィンドウの表示 / 非表示を切り替えます。

2. シーケンサーツールタブをクリックします。

シーケンサーツールページにはそれぞれ異なる機能を司るペーンがいくつかあります

D 機能名の右にある矢印ボタンをクリックして、そのペーンを折りたたみ /開きます。

D [Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながら矢印ボタンをクリックすると、すべてのペーンを同時に折りたため / 開けます。

各ペーンのディスプレイの値はインスペクターと同じように編集できます。単一値のディスプレイではスピンコントロールを使うか、
ディスプレイを直接クリックしてリストから値を選択するか、上下にドラッグして値を変えられます。複数値のディスプレイでは特定
の数値（例：小節、拍子、16 分音符、ティックス）をクリックし、スピンコントロールで値を編集します。また数値を直接クリック
して上下にドラッグします。

折りたたむ / 開くボタン
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ノートの編集
エディットモードではマウスを使ってノートを編集できます。またツールウィンドウのツールタブの機能でもノートを編集できます。
ノートの数値はインスペクターで編集できます（「インスペクターでのノートとオートメーション編集」参照）。

ノートの選択
エディットモードで開いたクリップのノートは次の方法で選択します：

D 選択（矢印）ツールでノートイベントをクリックします。

選択ツール

選択されたノートは濃い色で示され、右端にハンドルが表示されます

D 複数のノートを選択するには [Ctrl](Win) または [Shift](Mac) を押しながらノートを１つずつクリックします。同じように [Ctrl](Win)
または [Shift](Mac) を押しながらクリックして個別ノートを選択解除できます。Windows では最初と最後のノートを [Shift]- ク
リックすることで範囲内のノートを一度に選択できます。

D クリック＆ドラッグしてノートを囲んで選択できます。

D コンピューターキーボードの左右矢印キーでレーンの前 / 次のノートを選択できます。
このとき [Shift] を押さえると選択に追加できます。

D クリップ内の１つのピッチ（ノート値）のノートをすべて選択するには、まず１つまたは複数のノートを選択してから "編集 " メ
ニューまたはコンテクストメニューから "同じ音程のノートを選択 "を選択します。

D 開いたクリップ内のノートをすべて選択するには "編集 " メニューの "すべてを選択 "を選択します。または [Ctrl](Win) または
[Cmd](Mac) を押しながら [A] を押します。

D すべてのノートの選択を解除するには、空白の部分（イベントのない部分）をクリックします。

ノートの削除
次の方法でノートを削除します：

D 選択（矢印）ツールで１つまたは複数のノートを選択し、[Backspace] または [Delete] を押すか、"編集 " メニューまたはコンテクス
トメニューから "削除 "を選択します。

D 消しゴムツールを選択し、削除するノートをクリックします。

消しゴムツール

D 消しゴムツールでクリック＆ドラッグして複数のノートを囲めば一度に削除できます。
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ノートの描画
ノートは通常ノートエディットレーンのキーエディットモードで描画 / 編集しますが、次の操作はドラムエディットモードと REX エ
ディットモードでも有効です。

1. ノートの入力を特定のノート値（例：16分音符）に限定するにはスナップを有効にし、スナップ値を指定します（「スナップ」参
照）。

2. 鉛筆ツールを選択します。

q 選択（矢印）ツールを選択しているときに [Alt](Win) または [Cmd](Mac) を押さえると、一時的に鉛筆ツールに切り替わります。

3. ノートエディットレーンの希望する位置をクリックします。
最も近いスナップ値の位置にノートが追加されます。デフォルトではノートのベロシティー値は「100」になります。ベロシティー
値は「ノートベロシティーの編集」の記述通り後で編集できます。ノートを作成した位置に、既に開いた / 閉じたクリップがある
場合、新しいノートはそのクリップに追加されます。クリップがない場合は下記「開いたクリップ外でのノートの描画について」
と「閉じたクリップ外でのノートの描画について」をご参照ください。

･ スナップが有効の際、クリックして作成したノートの長さはスナップ値になります。
スナップがオフの場合、ノートの長さは最小スナップ値（64 分音符）になります。

･ クリック＆ホールドした場合、右方向へドラッグしてノートの長さを指定できます。
スナップがオンの場合、長さはスナップ値の倍数になります。

! Redrumデバイスのドラムノートを書き込んだ際の長さについては「ドラムノートのサイズ変更について」をご参照ください。
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開いたクリップ外でのノートの描画について
開いたクリップの境界外にノートを書き込んだ際の結果は、" オプション " メニューの " 編集するイベントをクリップ内に保持 " の設
定によって異なります：

･ " 編集するイベントをクリップ内に保持 "オプションがオンの場合、ノートは開いてあるクリップに書き込まれますが、クリップの
境界外にあるためマスクされます。
クリップの位置と長さは変わりません。

･ " 編集するイベントをクリップ内に保持 "オプションがオフの場合、場所によってノートは既存または新規クリップに書き込まれま
す。
下図は開いたクリップの外にノートを書き込む３つのシナリオを現しています：

閉じたクリップ外でのノートの描画について
エディットモードで閉じたクリップの境界外にノートを書き込んだ場合（つまりレーンにクリップがない場合）、新しいクリップが自
動的に作成され、開きます。クリップの長さはアレンジモードのスナップ値に従います（スナップがオンの場合）。

q この操作は "編集するイベントをクリップ内に保持 "がオフの場合に適しています。なぜなら続けて書き込んだノートを含むように
クリップが自動的にサイズ変更するからです。

ここでは５小節３拍目にノートを書き込みます ... 新しいノートを取り込むため、開いたクリップはアレンジモード
のスナップ値（１小節）の分だけ拡張します

ここでは８小節３拍目にノートを書き込みます ... 新しいノートは既存クリップの８小節３拍目に追加されます

ここでは 12 小節１拍目にノートを書き込みます ... 新しいクリップが 12 小節からスナップ値の長さ（１小節）で作成
れ、ノートはこのクリップに追加されます
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ノートのサイズ変更

ノートの手動サイズ変更
エディットペーンでノートを選択すると、右側にハンドルが現れます。このハンドルを横へクリック＆ドラッグしてノートを長く / 短
くできます。

･ スナップがオンの場合（「スナップ」参照）、ノートの終点位置はスナップ値のグリッドに従います。

･ 複数のノートが選択されている場合、すべて同じ量でサイズ変更されます。

･ ノートをサイズ変更する際、クリップの右境界を超えることがあります。
イベントの始点がクリップの中にある限り、ノートは最後まで再生します - クリップの終点で再生が切れることはありません。

ドラムノートのサイズ変更について
Redrum のドラムノートは他のノートと同じようにサイズ変更できます。ただし再生結果はドラムサウンドの Decay/Gate モードと
Length ノブの設定に従います：

･ Decay（ディケイ）モードが選択されている場合、ドラムサウンドはシーケンサーのノートの長さに関係なく、最後まで再生され
ます。
ドラムサウンドは Redrum デバイスパネルの "Length" ノブの設定に従ってフェードアウトします。

･ Gate（ゲート）モードが選択されている場合、ドラムサウンドはシーケンサーのノートの長さに従います。
ただしサウンドの最長の長さは "Length" ノブの設定に従います - 設定値以後のサウンドは、シーケンサーのノートの長さに関係な
く、再生されません。また "Length" ノブが最大値に設定されていても、サウンドはドラムサンプル自体の長さ以上は再生できませ
ん。
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" ノートの長さ "機能でノートをサイズ変更

ツールウィンドウの " ノートの長さ " ペーン

ツールウィンドウのシーケンサーツールタブの " ノートの長さ " 機能は選択されたノートを、指定した値で長く / 短くできます。

ノートの長さのサイズ変更は次に適用できます：

･ ノートクリップの個別（選択した）ノートイベント。
エディットモードのみで操作可能。

･ １つ以上のノートクリップ内の全ノートイベント。
アレンジモードで操作可能。クリップがすべて同じレーンにある場合のみエディットモードでも可能。

! エディットモードではクリップオーバービューでクリップ（１つ /複数）をクリックして選択します。

･ １つ以上のインストゥルメントトラックの全ノートクリップ内の全ノートイベント。
アレンジモードのみで操作可能。

D " 追加 " か " 減らす " ボタンをクリックしてから相当するディスプレイで追加 /減らす値を入力し、"設定 "をクリックします。

D すべてのノートを同じ値に変更するには "固定 "を選択してからディスプレイに値を入力し、"設定 " をクリックします。

" レガートアジャストメント "機能でノートをサイズ変更

ツールウィンドウの " レガートアジャストメント " ペーン

" レガートアジャストメント " 機能は選択されたノートを、次に選択されたノートまで伸ばします。また２つの重複したノートの最初
のノートを短くし、さらにノート間のギャップを設定できます。ディスプレイでギャップまたは重複を指定します。レガートアジャス
トメントではノートの長さのみが変更されます - ノートの始点が変わることはありません。

レガートアジャストメントは次に適用できます：

･ ノートクリップの個別（選択した）ノートイベント。
エディットモードのみで操作可能。

･ １つ以上のノートクリップ内の全ノートイベント。
アレンジモードで操作可能。クリップがすべて同じレーンにある場合のみエディットモードでも可能。
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! エディットモードではクリップオーバービューでクリップ（１つ /複数）をクリックして選択します。

･ １つ以上のインストゥルメントトラックの全ノートクリップ内の全ノートイベント。
アレンジモードのみで操作可能。

･ " 間隔をゼロにする "は選択されたノートを、選択された次のノートまで伸ばします：

複数のノートに " 間隔をゼロにする " レガート機能の適用前と適用後

･ " 重複 " は選択されたノートを指定した値だけ、選択された次のノートと重複するように伸ばします。

複数のノートに " 重複 " レガート機能（設定値：16 分音符）の適用前と適用後

D " 空ける "は選択されたノートの間に指定値のギャップ（空き）を残します。

複数のノートに " 空ける " レガート機能（設定値：16 分音符）の適用前と適用後

インスペクターでノートをサイズ変更
ノートの長さはインスペクターで数値で編集できます（「インスペクターでのノートとオートメーション編集」参照）。
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ノートの移動

ノートの手動移動
D ノートを移動するには選択ツールで新しい位置またはピッチ（ノートナンバー）へクリック＆ドラッグします。

複数のノートが選択されている場合、すべて移動されます。スナップがオン（「スナップ」参照）の場合、移動したイベントはス
ナップ値位置への相対的な距離を保ちます。例えばスナップ値が " 小節 " の場合、ノートの相対的なタイミングを失わずに別の小節
に移動できます。

･ デフォルトではノートを新しいピッチ（ノートナンバー）に移動するとき、ノートはサウンドをトリガーします。これによりノー
トの移動（トランスポーズ）が容易になります。
編集中にノートを鳴らしたくない場合は、環境設定で " 編集時にノートをトリガー " からチェックを外します：

環境設定ダイアログの " 編集時にノートをトリガー " 機能

D [Shift] を押しながらドラッグすると移動は横または縦方向に限定されます。
これにより移動する際にトランスポーズしてしまう、もしくはトランスポーズする際に位置を変えてしまうような誤操作を防げま
す。

D またツールウィンドウの "ピッチ（トランスポーズ）"機能でノートのピッチを数値で編集できます。
「ノートのトランスポーズ」をご参照ください。

D さらに選択したノートを新しい追加ノートレーンの新規ノートクリップに移動できます。右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック
（Mac）してコンテクストメニューから "選択されたノートを新規レーンへ移動 "を選択します。
新しいノートレーンとノートクリップが自動的に作成されます。
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クリップの外や他のクリップへのノートの移動について
ノートを開いたクリップの境界外に移動する場合、結果は " オプション " メニューの " 編集するイベントをクリップ内に保持 " の設定
によって異なります：

･ " 編集するイベントをクリップ内に保持 "オプションがオンの場合、ノートは開いてあるクリップに移動されますが、クリップの境
界外にあるためマスクされます。
クリップの位置と長さは変わりません。

･ " 編集するイベントをクリップ内に保持 "オプションがオフの場合、場所によってノートは既存または新規クリップに移動されま
す。
下図は開いたクリップの外にノートを移動する３つのシナリオを現しています：

矢印キーでノートピッチを変更（トランスポーズ）
上下キーで選択したノートを上下に移動し、ピッチを変えられます：

D [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら上下矢印キーを押して、選択したノートを半音ステップで移動します。

ここではクリップ最後の３ノートを５小節３拍目に移動します ...

ここではクリップ最後の３ノートを 10 小節４拍目に移動します ...
移動したノートは既存クリップの 10 小節４拍目に追加されます

ここではクリップ最後の３ノートを 12 小節１拍目に移動します ...
新しいクリップが 12 小節からスナップ値の長さ（１小節）で作成
され、ノートはこのクリップに移動されます

移動したノートを取り込むため、開いたクリップはアレンジモー
ドのスナップ値（１小節）の分だけ拡張します
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矢印キーでノート位置をナッジ
左右矢印キーで選択したノートの位置を「ナッジ」できます：

D [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら左右矢印キーを使い、ノート位置をスナップ値単位で前後に移動します。

D [Ctrl]+[Alt](Win) または [Cmd]+[Option](Mac) を押しながら左右矢印キーを使い、ノート位置をティック単位で前後に移動します。
16 分音符につき 240 ティックあるので、とても細かい編集になります。大きくズームインしていない限り、エディットペーンでは
位置の変化が見えにくいため、インスペクターのティック値を確認すると良いでしょう。

D [Ctrl]+[Shift](Win) または [Cmd]+[Shift](Mac) を押しながら左右矢印キーを使い、ノート位置を拍子単位で前後に移動します。

開いたクリップ外でのノートのナッジ
開いたクリップの境界外へノートをナッジした場合、ノートはそのクリップに含まれるものの、境界外にあるためマスクされます。"
編集するイベントをクリップ内に保持 " 設定はノートのナッジには適用されません。ノートを別のクリップや新しいクリップへ移動す
るには「クリップの外や他のクリップへのノートの移動について」の記述のように選択ツールをご使用ください。

" ノートをランダムに変更 "機能でノートを移動

ツールウィンドウの " ノートをランダムに変更 " ペーン

ツールウィンドウのシーケンサーツールタブの " ノートをランダムに変更 " 機能は選択したノートの位置を無作為に入れ替えます。

" ノートをランダムに変更 " 機能は次に適用できます：

･ ノートクリップの個別（選択した）ノートイベント。
エディットモードのみで操作可能。

･ １つ以上のノートクリップ内の全ノートイベント。
アレンジモードで操作可能。クリップがすべて同じレーンにある場合のみエディットモードでも可能。

! エディットモードではクリップオーバービューでクリップ（１つ /複数）をクリックして選択します。

･ １つ以上のインストゥルメントトラックの全ノートクリップ内の全ノートイベント。
アレンジモードのみで操作可能。

･ " ノートをランダムに変更 "機能は選択された複数のノートの既存位置のみを使用します。

D " 反映値 "ディスプレイで変更の度合いを調整します。

q この機能はDr. Octo Rex ループスライスの再配置に特に便利です。Dr. Octo Rex トラックでいくつかのスライスを選択し、"ノートを
ランダムに変更 "を使ってスライスを組み替え、ループのリズムパターンを損なわずに新しいバリエーションを生成できます。

" ノートをレーンへ抽出 "機能でノートを移動
クリップの特定のノートを新しいレーン上の新規クリップへ移動できます（「ノートをレーンへ抽出」参照）。

インスペクターでノートを移動
ノートの位置とピッチはインスペクターで数値で編集できます（「インスペクターでのノートとオートメーション編集」参照）。
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ノートの複製

ノートの手動複製
D 選択されたノートを複製するには [Ctrl](Win) または [Option](Mac) を押しながらクリック＆ドラッグします。操作はノートの手動移
動と似ています（「ノートの移動」参照）。

D 選択されたノートを新しいノートクリップへ複製できます。右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）し、コンテクストメ
ニューから "選択されたノートを新規レーンへ複製 "を選択します。
選択されたノートはコピーされ、新しいノートレーンの新規ノートクリップにペーストされます。

" ノートをレーンへ抽出 "機能でノートを複製
定義に合ったノートを複製して新しいレーンに複製できます。「ノートをレーンへ抽出」をご参照ください。
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カット /コピー / ペーストの使用
" 編集 " メニューまたはコンテクストメニューのカット / コピー / ペーストコマンドでイベントを移動 / 複製できます。

･ カットやコピーを行うとソングポジションは自動的に選択イベントの終了時間に移動します。
これはイベントを繰り返す場合に便利です。選択イベントを複数繰り返してペーストするときなど。

開いたクリップ外へのイベントのペースト
ペーストコマンドを使うと、イベントは元のレーン上のソングポジションポインターの位置に追加されます。" オフション " メニュー
の " 編集するイベントをクリップ内に保持 " 設定によって次の規則が適用されます：

･ " 編集するイベントをクリップ内に保持 "オプションがオンの場合、ノートは開いているクリップにペーストされますが、クリップ
の境界外になるためマスクされます。
クリップの位置と長さは変わりません。

･ " 編集するイベントをクリップ内に保持 "オプションがオフの場合、ノートをペーストする位置によって既存クリップか、新規レー
ンにペーストされます：
下図は開いたクリップの外に３つのノートをペーストする３つのシナリオを現しています。ペーストする位置はソングポジション
ポインターで指定します：

ここでは開いたクリップ最後の３ノートをカットし、５小節３拍
目にペーストします

ペーストしたノートを取り込むため、開いたクリップはアレンジ
モードのスナップ値（１小節）の分だけ拡張します

ここでは開いたクリップ最後の３ノートをカットし、10 小節４拍 ペーストしたノートは既存クリップの 10 小節４拍目に追加され
ます

ここでは開いたクリップ最後の３ノートをカットし、12 小節１拍
目にペーストします

新しいクリップが 12 小節からスナップ値の長さ（１小節）で作成
され、ノートはこのクリップにペーストされます
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ノートのクオンタイズ
ツールウィンドウのシーケンサーツールタブの " クオンタイズ " 機能はレコーディングしたノートにクオンタイズを適用します。” 設
定 ” ボタンをクリックすると、選択されたノートの始点を、指定した絶対グリッドの位置に移動します。またレコーディング中にノー
トをクオンタイズすることもできます（「レコーディング中のクオンタイズ」参照）。

q また ReGroove 機能でグルーヴクオンタイズも可能です。「ReGroove Mixer」をご参照ください。

クオンタイズ機能は次に適用できます：

･ ノートクリップの個別（選択した）ノートイベント。
エディットモードのみで操作可能。

･ １つ以上のノートクリップ内の全ノートイベント。
アレンジモードで操作可能。クリップがすべて同じレーンにある場合のみエディットモードでも可能。

! エディットモードではクリップオーバービューでクリップ（１つ /複数）をクリックして選択します。

･ １つ以上のインストゥルメントトラックの全ノートクリップ内の全ノートイベント。
アレンジモードのみで操作可能。

クオンタイズグリッドはツールウィンドウのツールタブのクオンタイズペーンで指定します：

ツールウィンドウのクオンタイズペーン

レコーディング後にクオンタイズ
1. クオンタイズするノート、ノートクリップ、またはインストゥルメントトラックを選択します。

クオンタイズ操作はノートのみに適用されます - パラメーターオートメーションイベントは変更されません。
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2. " バリュー "ポップアップリストからクオンタイズ値を選択します。
ノートがクオンタイズされる音価を設定します。例えば "1/16" を選択した場合、すべてのノートは最も近い 16 分音符の位置（ま
たはその近く）へ移動します。

クオンタイズ " バリュー " ポップアップリスト

いくつかのクオンタイズ値に付いている "T" は３連符を意味します。３連符では、同じ値の通常（非３連符）ノート２つがとる時
間内に、３つのノートが同間隔で入ります。

3. クオンタイズ "反映量 "ポップアップリストから値を選択します。
各ノートがどれだけ移動するかをパーセントで設定します。例えば "100%" を設定した場合、各ノートは最も近いクオンタイズポジ
ションへ完全に移動しますが、"50%" を設定した場合、その半分の距離の移動となります。

クオンタイズ " 反映量 " ポップアップリスト
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4. クオンタイズ "設定 "ボタンをクリックします。
選択されたノートはクオンタイズされます。

この例ではルーズに演奏されたハイハットのパターンがストレートな 4 分音符にクオンタイズされています（" バリュー "="1/4"、" 反映量 "="100%"）

D さらに右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）し、コンテクストメニューから "クオンタイズ "を選択してノート、クリッ
プ、トラックをクオンタイズできます。
この操作ではツールウィンドウのクオンタイズペーンの現在の設定が適用されます。

ランダム
クオンタイズされたノートにランダム機能を適用できます。各ノートはまず上記の " バリュー " と " 反映量 " の設定に基づいてクオン
タイズされた後、" ティック " の値によりランダムに移動されます。例えば "10 ティック " に設定した場合、ノートポジションは ±10
ティックの範囲内でランダムに動かされます。

シャッフルでクオンタイズ
" バリュー " ポップアップメニューの一番下には " シャッフル " というオプションがあります。これを選択してクオンタイズを実行す
ると、ノートは 16 分音符の位置に向けて移動しますが、同時にシャッフルが適用されます。

シャッフルは、偶数個目の 16 分音符（8 分音符の中間に相当）の位置のみを少し後にずらすことにより、「スイング感」を生み出しま
す。シャッフルする量（ずらす量）は ReGroove ミキサーの "GLOBALSHUFFLE" コントロールで設定します。レコーディングされた
ノートのタイミングを、シャッフルを使用しているパターンデバイスに一致させたい、という時に便利なオプションです。詳しくは

「ReGroove Mixer」の章をご覧ください。

! 通常のクオンタイズ値を選択した場合と同様、"反映量 "がクオンタイズに適用されます。
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レコーディング中のクオンタイズ
レコーディング中に入力ノートをクオンタイズすることも可能です。この機能はツールウィンドウまたはトランスポートパネルにて有
効化できます。

D ノートクオンタイズを有効にするには ”レコーディング中にクオンタイズ ”にチェックを入れます。

シーケンサーツールタブの ” レコーディング中にクオンタイズ ” チェックボックス

D またはトランスポートパネルの "Q Rec（レコーディング中にクオンタイズ）"ボタンをクリックします。

トランスポートパネルの ”Q Rec”（レコーディング中にクオンタイズ）ボタン

どちらの方法でも同じように本機能を有効化できます - オン / オフ状態は互いに反映されます。

この機能をオンにしてからレコーディングしたノートは、ツールウィンドウの ” クオンタイズ ” ペーンの設定に従って自動的にク
オンタイズされます。

ノートのトランスポーズ

ツールウィンドウのピッチペーン

ツールウィンドウの " ピッチ " 機能は選択されたノートや、選択されたクリップ内の全ノートを上下に移調します。さらに選択された
ノートをランダムに移調するランダマイズ機能も備わっています。

ピッチ機能は次に適用できます：

･ ノートクリップの個別（選択した）ノートイベント。
エディットモードのみで操作可能。

･ １つ以上のノートクリップ内の全ノートイベント。
アレンジモードで操作可能。クリップがすべて同じレーンにある場合のみエディットモードでも可能。

! エディットモードではクリップオーバービューでクリップ（１つ /複数）をクリックして選択します。

･ １つ以上のインストゥルメントトラックの全ノートクリップ内の全ノートイベント。
アレンジモードのみで操作可能。
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セミノート
D "セミノート"ラジオボタンをクリックし、移調する値を半音単位で指定します。トランスポーズを実行するには"設定"をクリックし
ます。

q またマウスや矢印キーを使って手動でノートをトランスポーズできます。詳しくは「ノートの手動移動」と「矢印キーでノート
ピッチを変更（トランスポーズ）」をご参照ください。

q さらにインスペクターでノートを数値でトランスポーズできます（「インスペクターでのノートとオートメーション編集」参照）。

ランダマイズ
D " ランダマイズ "ラジオボタンをクリックし、選択したノートを変更する範囲を "低 " と " 高 " で指定します。

指定したノート範囲内でピッチがランダムに変更されます。

ノートをレーンへ抽出

ツールウィンドウの " ノートをレーンへ抽出 " ペーン

ツールウィンドウのシーケンサーツールタブの " ノートをレーンへ抽出 " 機能はユーザーが定義したノート（特定のピッチやピッチ範
囲）を新しいノートレーンの新規ノートクリップへ移動 / 複製します。この機能は例えばドラムトラックですべてのノートを１つのク
リップにレコーディングした後、各ドラムサウンド（この場合はノートピッチ）を個別に編集したり ReGroove チャンネルを適用

（「ReGroove Mixer」参照）するため、ノートを抽出するのに便利です。

" ノートをレーンへ抽出 " 機能は次に適用できます：

･ １つ以上のノートクリップ内で指定したピッチのノートイベント。
クリップがすべて同じレーンにある場合はエディットモードで操作可能。クリップが複数のレーンにある場合はアレンジモードで
のみ可能。

! エディットモードではクリップオーバービューでクリップ（１つ /複数）をクリックして選択します。

･ １つ以上のインストゥルメントトラックの全ノートクリップ内で定義したピッチのノートイベント。
アレンジモードのみで操作可能。
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ノートをレーンへ抽出の一例
ノートレーンの一クリップにキックドラム、スネア、オープン＋クローズハイハットから構成される４小節のドラムループをレコー
ディングしたと仮定します。ここでオープンとクローズハイハットサウンドを別のノートレーンに抽出することにしました。この操作
は通常アレンジモードで行えますが、この例では個別ノートイベントへの作用を分かりやすくするためにエディットモードで行いま
す。次のように行います：

1. エディットクリップでノートクリップを開きます。
2. クリップオーバービューをクリックして "ノートをレーンへ抽出 "機能を使用可能にします。

" ノートをレーンへ抽出 " は選択されたノートではなく、選択されたクリップに対して行う機能なので、操作を行うにはまずクリッ
プオーバービューをクリックする必要があります。（アレンジモードではクリップをクリックして選択します）。

クリップオーバービューをクリックして " ノートをレーンへ抽出 " 機能を使用可能にする

3. ツールウィンドウの "ノートをレーンへ抽出 "ペーンで移動するノートを定義します。
オープンとクローズハイハット、つまり G#1 から B1、を移動するので、" ノートレンジ " ラジオボタンを選択してから " 次から "
と " 次まで " のディスプレイでノートの範囲を選択します。

移動するノートを選択
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4. " ノートをレーンへ抽出 "ペーンの " 移動 "ボタンをクリックします。
オープンとクローズハイハットのノートは新しいノートレーンの新規クリップへ移動されます。ノートエディットレーンをクリッ
ク＆スクロールすると、新しいクリップに移動したハイハットノートを確認できます：

新しいノートレーンの新しいノートクリップに移動したノート

アレンジモードに切り替えると元のクリップと新しいクリップ両方を確認できます：

アレンジモードで元のクリップと新しいクリップ

D 特定のノートナンバーのノートを移動/複製するには"ノート指定"ラジオボタンをクリックし、ディスプレイでノートピッチを選び
ます。次に "移動 " または " 複製 "ボタンをクリックします。
選択されたノートナンバーのノートのみが新しいノートレーンの新規クリップに移動 / 複製されます。

･ " ノートをレーンへ抽出 "機能はエディットモードとアレンジモード両方で使用可能です。操作は手動で選択したノートにではな
く、クリップ内の指定されたノートに作用するからです。

! レコーディングされたパフォーマンスコントローラーオートメーションは元のノートレーンに残ります。

" 音程ごとにレーンへ分割 "機能
D " 音程ごとにレーンへ分割 "ラジオボタンをクリックすると、ノートをノートナンバーごとに個別のノートレーンの新しいノートク
リップに移動 / 複製します。
同じノートナンバーのノートは個別のノートレーンの新しいクリップに移動 / 複製されます。

q " 音程ごとにレーンへ分割 "機能は例えばドラムトラックをレコーディングした後、各ドラムサウンドを個別に編集するため、個別
のノートレーンに移動 / 複製するのに適しています。さらに分割されたノートレーンにそれぞれ異なる ReGroove チャンネルを適
用（「ReGroove Mixer」参照）すると、リズムに躍動感豊かなグルーブを加えられます！

新しいノートレーン

元のノートレーン

ハイハットサウンドを含ん
だ新しいノートクリップ

元のノートクリップ
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スケールテンポ

ツールウィンドウの " スケールテンポ " ペーン

" スケールテンポ " は選択したノートやオートメーションイベントに適用できます。また選択したノート、オーディオ、オートメー
ションクリップにも適用可能です。スケールテンポ機能は選択したイベントをより速く（" スケール " フィールドに "100%" 以上を設
定）、あるいは遅く（" スケール " フィールドに "100%" 以下を設定）プレイバックする機能です。ノートやオートメーションイベント
の場合は、位置（最初に選択されたイベントを基点とする）と長さを変更することで実現しています。オーディオクリップの場合は、
クリップ内のすべてのオーディオレコーディングに高音質ストレッチが施されます。

テンポのスケールは次に適用できます：

･ クリップ内の個別（選択した）ノートやパラメーターオートメーションイベント。
エディットモードのみで操作可能。

･ １つ以上のクリップ内の全ノート / パラメーターオートメーションイベントとオーディオレコーディング。
アレンジモードで操作可能。クリップがすべて同じレーンにある場合のみエディットモードでも可能。

! エディットモードではクリップオーバービューでクリップ（１つ /複数）をクリックして選択します。

･ １つ以上のトラックの全クリップ内の全ノート / パラメーターオートメーションイベントとオーディオレコーディング。
アレンジモードのみで操作可能。

･ " ダブル "と " ハーフ "ボタンは "スケール " 値をそれぞれ 200％と 50％に設定するショートカットです。
これらは最も頻繁に使われる値で、それぞれダブルテンポとハーフテンポをシミュレートします。

ノートイベントに " スケール " 値 200%（ダブルスピード）で " スケールテンポ " を適用

･ ” 次へスケール ”機能は、選択されたクリップや開いたクリップ内で選択されたイベントを指定した長さに伸縮します。”次へス
ケール ”の数値フィールドは小節、拍子、16 分音符、ティックスに分かれています。

! この機能はノート、パフォーマンスコントローラー、パラメーターオートメーション、パターンチェンジ、テンポオートメーショ
ンイベントとオーディオクリップに適用されます！拍子オートメーションには適用されません。

! 注：パターンオートメーションクリップはサイズ変更のみになります。ソースデバイスのパターンテンポはスケールされず、メイ
ンシーケンサーテンポに同期します！
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ノートベロシティーの編集

ノートベロシティーの手動編集
ノートのベロシティー値はベロシティーエディットレーンで手動で編集することができます：

ベロシティー値はバーの高さで示されます。高いバーは高いベロシティーを意味しています

注：ノートやベロシティーバーの色の濃度はベロシティー値を反映しています。

D ノートのベロシティー値を変更するには鉛筆ツールでノートのベロシティーバーをクリックして上下にドラッグしてください。
バーの上端より上 /下をクリックすると、ベロシティー値は直ちにそのレベルに変わります。
鉛筆ツールでクリック＆ドラッグすると、複数のノートのベロシティーを同時に変更することができます。

D 鉛筆ツールを選択されているときにベロシティーエディットレーンで [Ctrl](Win) または [Option](Mac) を押すと、鉛筆カーソルが十
字カーソルに変わります。
これはベロシティーエディットレーンでのみ使用可能であるラインツールです。バーを任意の高さで横に（クロスするように）ド
ラッグすると、その傾斜に沿ったベロシティーのカーブが描かれます。

ラインツールでベロシティーの傾斜を描く

ラインツールはスムーズな傾斜のベロシティーカーブを作成する場合や、すべてのノートに同じベロシティー値を与える場合（水
平なラインを描きます）に威力を発揮します。鉛筆ツールは不規則なカーブを作成するのに適しています。
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D [Shift] キーを押しながらベロシティー値を編集すると、選択されたノートにのみ操作が適用されます。
沢山のノートの集まった「密度の濃い」セクションなどで非常に役立つテクニックです。 
例えば複雑なドラムビートでハイハットのノートベロシティーだけを調整する場合を想定しましょう。単にラインツールや鉛筆
ツールでドラッグするだけでは、その近くのハイハット以外のドラムのベロシティーを変更してしまうかもしれません。まずドラ
ムレーンでハイハットノートだけを選択し、[Shift] キーを押しながら編集を行えば、他のノート変えることなく、ハイハットのベ
ロシティーのみを編集することが可能です。

" ノートのベロシティー "機能でノートのベロシティーを編集

ツールウィンドウの " ノートのベロシティー " ペーン

ツールウィンドウの " ノートのベロシティー " 機能は選択したノートのベロシティーをいくつかの方法で調整できます。

" ノートのベロシティー " は次に適用できます：

･ ノートクリップ内の個別（選択した）ノート。
エディットモードのみで操作可能。

･ １つ以上のノートクリップ内の全ノート。
アレンジモードで操作可能。クリップがすべて同じレーンにある場合のみエディットモードでも可能。

! エディットモードではクリップオーバービューでクリップ（１つ /複数）をクリックして選択します。

･ １つ以上のインストゥルメントトラックの全クリップ内の全ノート。
アレンジモードのみで操作可能。

D " 追加 " は既存ベロシティー値に指定した値が追加されます。
ベロシティーを減らすには負の値を設定してください。ベロシティーの範囲は 1 から 127 までです。

D " 固定 " はすべてのベロシティーを設定した値に変更します。

D " スケール "はパーセント値でベロシティーを乗算します。
100% 以上の値ではベロシティー値は増大すると共に、ノートの強弱が強調されます。
100% 以下の値ではベロシティー値が減少すると共に、ノートの強弱が目立たなくなります。

D " ランダム "は設定されたパーセント値によりベロシティー値をランダマイズします。

q "追加 "と "スケール "を組み合わせて適用すると、ノートの「ダイナミクス」を色々に調整することが可能です。例えば100%以下で "
スケール " を適用し、さらに適当な値を "追加 " すると、ベロシティー値を「圧縮」（ベロシティーの平均値を下げることなく、そ
の差異を縮める）できます。

インスペクターでノートベロシティーを編集
さらにインスペクターでベロシティーを数値で編集できます（「インスペクターでのノートとオートメーション編集」参照）。
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オートメーションの編集
概要
Reason Essentials のオートメーションは「ベクターベース」です。つまり、Reason Essentials のオートメーションはオートメーション
イベント（ポイント）とそれらをつなぐラインによって保存されます。

エディットモードで見た Mixer 14:2 のレベルスライダー（上）、ミュートボタン（中）、と Aux センドスライダー（下）のオートメーションレーン。一番
下の Aux センドオートメーションクリップは開いてあり、編集可能です

･ パラメーターオートメーションはパラメーターオートメーションレーンのオートメーションクリップの中に含まれます（「エディッ
トモードの要素」参照）。
オートメーションされたパラメーターごとに、専用のオートメーションレーンが与えられます。

･ パフォーマンスコントローラーのオートメーションはノートクリップのパフォーマンスコントローラー エディットレーンに含まれ
ます（「エディットモードの要素」参照）。

パラメーターオートメーションの編集
パラメーターオートメーションはアレンジモードとエディットモード両方で編集可能です。アレンジモードでオートメーションクリッ
プを開くと、選択されたクリップのみのオートメーションイベントが表示されます。オートメーションの編集方法に関してはアレンジ
モードとエディットモードで違いはありません - ただしオートメーションされたパラメーターの固定値はエディットモードにおいての
み表示 / 編集できます。

アレンジモードでのパラメーターオートメーションの編集
D アレンジモードでパラメーターオートメーションレーン上のパラメーターオートメーションクリップをダブルクリックします。

パラメーターオートメーションクリップはアレンジモードで開きます。

アレンジモードで開く前と後のパラメーターオートメーションクリップ

開いたパラメーターオートメーションクリップではエディットモードと同じように、選択（矢印）、鉛筆、消しゴムツールでオート
メーションイベントを移動、追加、削除できます -「エディットモードでのパラメーターオートメーションの編集」参照。

パラメーターオートメーションイベント
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･ 選択されたオートメーションイベントの始点（位置）と値はインスペクターに表示されます。

イベントの始点と値はインスペクターで数値で編集できます（「インスペクターでのノートとオートメーション編集」参照）。

D アレンジモードで開いたパラメーターオートメーションクリップを閉じるには [Esc] を押すか、アレンジペーンで他のレーンをク
リックします。

D オートメーションクリップを大きくサイズ変更した場合、最初 /最後のオートメーション値がクリップの境界線まで適用されます。

上図では Mixer 14:2 のミュートボタンがオートメーションされています。クリップには１つのオートメーションポイントしかあり
ませんが、クリップを両方向に延長すると、この値は自動的にクリップの始点 / 終点まで適用されます。これによりクリップをサ
イズ変更するだけで、ミュートオートメーションの長さを調整できます。この際クリップを開く必要はありません。

エディットモードでのパラメーターオートメーションの編集
1. エディットモードに切り替え、編集するパラメーターオートメーションが含まれるトラックを選択します。

オートメーションクリップはエディット / アレンジペーンの一番下（ノートクリップではない）に表示されるので、必要であれば
デバイダーを動かして表示を調整します。パラメーターオートメーションクリップは右上角が「切り取られて」いることで区別で
きます。

エディットモードでのインストゥルメントトラック - パラメーターオートメーションクリップは下に表示

選択されたパラメーター
オートメーションイベント

選択されたパラメーターオー
トメーションイベントの始点
と値

エディットモードでの
パラメーターオートメーショ
ンクリップ
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2. 編集するパラメーターオートメーションクリップを開くにはダブルクリックするか、選択してから [Return] を押します。
パラメーターオートメーションクリップが開き、編集可能になります。

エディットモードで開いたオートメーションクリップ "Parameter 1"

エディットモードではパラメーターの固定値がオートメーションレーンの左に表示されます。この例では固定値は 20 に設定されて
います - つまりこのパラメーターのオートメーションクリップがある場所以外の "Parameter 1" の値は 20 になります。

D 固定値を変更するにはハンドルを上下にクリック＆ドラッグするか、ダブルクリックしてから新しい値を入力します。
固定値をより高い精度で調整するには [Shift] を押しながらクリック＆ドラッグします。

3. パラメーターオートメーションクリップが開いているときには選択（矢印）ツールでオートメーションイベントを選択、移動、コ
ピー、削除できます。
選択（矢印）ツールでオートメーションを移動するとき、スナップ（「スナップ」参照）がオンの場合はスナップ値に従います。ま
たクリップハンドルをドラッグしてクリップをサイズ変更できます。

D オートメーションクリップをサイズ変更で大きくした場合、最初 /最後のオートメーション値がクリップの境界線まで適用されま
す。「アレンジモードでのパラメーターオートメーションの編集」の最後の例をご参照ください。

･ 選択されたオートメーションイベントの始点（位置）と値はインスペクターに表示されます。
これらの値はインスペクターで数値で編集できます（「インスペクターでのノートとオートメーション編集」参照）。

開いたクリップ外へのパラメーターオートメーションイベントの移動について
パラメーターオートメーションイベントを開いたクリップの境界外に移動した場合、ノートイベントを開いたクリップ外に移動する際
と同じ規則が適用されます（「クリップの外や他のクリップへのノートの移動について」参照）。

編集のために開いた
パラメーターオートメー
ションクリップ

固定値ハンドル
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パラメーターオートメーションイベントの描画
D 新しいパラメーターオートメーションイベントを追加するには、開いたオートメーションクリップ内を鉛筆ツールでクリックまた
はドラッグしてください。
ドラッグした場合のカーブ（ポイントの数）は環境設定の " オートメーション描画の精度 " の設定（「オートメーションのクリアに
ついて」参照）と、スナップがオンである場合はスナップ値（「スナップ」参照）により決定されます。

D [Ctrl]（Win）または [Option]（Mac）を押しながら鉛筆ツールでクリックまたはドラッグすると、1つのオートメーション範囲（１
つのパラメーター値が継続される範囲）が挿入されます。
範囲の長さはスナップ値により設定されます。

範囲の描画

D オートメーションされるパラメーターが継続的に変化するものではなく「段階的」である場合、オートメーションイベントを結ぶ
ラインは階段状となります。
デバイスボタンやマルチモードセレクター、サステインペダルなどは段階的なパラメーターです。

段階的なオートメーション

開いたクリップ外でのパラメーターオートメーションイベントの描画について
パラメーターオートメーションイベントを開いたクリップの境界外に描画した場合、ノートイベントを開いたクリップ外に描画する際
と同じ規則が適用されます（「開いたクリップ外でのノートの描画について」参照）。

オートメーションイベントの削除
D オートメーションイベントの削除は、ノートイベントの削除と同じ方法で行います。すなわち、クリックするか選択範囲を描いて
イベントを選択してから、[Backspace] または [Delete] キーを押すか、消しゴムツールを使用します（「ノートの削除」参照）。

D クリップ内のすべてのオートメーションイベントを削除するには[Ctrl](Win)または[Cmd](Mac)を押しながら[A]を押してすべてのイ
ベントを選択してから [Backspace] または [Delete] キーを押します。またクリップ自体を削除します（そのパラメーターのオート
メーションをすべて削除するにはレーン自体を削除してください）。
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パフォーマンスコントローラーオートメーションの編集
D パフォーマンスコントローラーイベントを編集、描画、削除するには、ノートクリップをエディットモードで開きます。

パフォーマンスコントローラー（この例ではモジュレーションホイールとピッチベンド）は開かれたノートクリップの一番下に、
個別のパフォーマンスコントローラー エディットレーンで表示されます。パフォーマンスコントローラーのカーブはクリップオー
バービュー（最上部）と、アレンジモードではクリップの中でも確認できます。

D パフォーマンスコントローラーイベントは通常のパラメーターオートメーションと同じように、選択（矢印）、鉛筆、消しゴムツー
ルで編集できます（「エディットモードでのパラメーターオートメーションの編集」参照 )。

新しいパフォーマンスコントローラー オートメーションレーンの作成
現在オートメーションされていないコントローラーに、パフォーマンスコントローラー オートメーションイベントを手動で描画する
には、
まず新しいパフォーマンスコントローラー エディットレーンを作成する必要があります：

1. エディットモードでノートクリップを開きます。
2. パフォーマンスコントローラー オートメーションセレクターをクリックし、ポップアップリストから任意のパフォーマンスコント
ローラーを選択します：

この例ではアフタータッチを選択

パフォーマンスコントローラー 
エディットレーン

パフォーマンスコントローラー 
オートメーションセレクター
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3. アフタータッチコントローラー用に新しいパフォーマンスコントローラー エディットレーンが作成されます：

4. これで「パラメーターオートメーションイベントの描画」の記述のように鉛筆ツールでアフタータッチ パフォーマンスコントロー
ラーイベントをクリップに描画できます。
その後はパフォーマンスコントローラーイベントを通常のパラメーターオートメーションイベントと同じように編集できます（「エ
ディットモードでのパラメーターオートメーションの編集」参照）。

D またデバイスパネルのパラメーターをパフォーマンスコントローラーとして追加することも可能です。
パフォーマンスコントローラー オートメーションセレクターのポップアップから " その他のパラメーター " を選択し、表示される
リストから任意のパラメーターを選びます。

パフォーマンスコントローラー オートメーションレーンの削除
D パフォーマンスコントローラー オートメーションレーンを削除するにはパフォーマンスコントローラー オートメーションセレク
ターのリストで非選択にします。
削除するレーン（いずれのクリップ）にデータがある場合は確認のための警告が現れます。警告なしに削除するには [Ctrl](Win) ま
たは [Cmd](Mac) を押しながらリストからパラメーターを非選択します。

オートメーションのクリアについて
オートメーションのクリアとはレコーディングや手書きで作成されるパラメーターオートメーションイベントの量を制御する機能で
す。この機能はパラメーターオートメーションイベントとパフォーマンスコントローラー オートメーションイベントに適用されます。
オートメーションのクリアの度合いは環境設定で設定でき、次からレコーディングしたすべてのオートメーションイベントに適用され
ます。またツールウィンドウのツールタブにて既存のパラメーターオートメーションイベントにも適用できます。

環境設定のオートメーションのクリア
D イベントをレコーディングまたは手書きした際に、オートメーションのポイントが緻密になり過ぎていると思われる場合、環境設
定ダイアログの "一般設定ページの "オートメーション描画の精度 "を " 多い "または "最大 " に設定してください：

次回のイベントのレコーディングまたは手書きから不必要なオートメーションポイントが自動的に削除されてカーブはシンプルに
なります。イベントを手書きする場合、スナップによりポイントの数が制限されることにもご注意ください（「スナップ」参照）。

オートメーションのクリアの設定を " 普通 "（左）と " 最大 "（右）でオートメーションを描画した結果

アフタータッチ
エディットレーン
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“ ツールウィンドウの "オートメーションのクリア "機能

ツールウィンドウのシーケンサーツールタブの " オートメーションのクリア " 機能は、既にレコーディングされたイベントに適用でき
ます：

ツールウィンドウの " オートメーションのクリア " ペーン

" オートメーションのクリア " 機能は次に適用できます：

･ 開いたクリップ内の個別（選択した）パラメーターオートメーションイベント。
パフォーマンスコントローラーではエディットモードのみで操作可能。パラメーターオートメーションではエディットとアレンジ
モード両方で可能。

･ １つ以上の選択されたクリップ内の全パラメーターオートメーションイベント。
アレンジモードで操作可能。クリップがすべて同じレーンにある場合のみエディットモードでも可能。

･ １つ以上の選択されたトラックの全クリップ内の全パラメーターオートメーションイベント。
アレンジモードのみで操作可能。

パターンオートメーションの編集
パターンオートメーションクリップは、" パターンを選択 " レーン（Redrum、Dr. Octo Rex、Matrix トラックのみ）に表示され、編集
できます：

パターンチェンジは上部にパターンセレクターがついた（クリップが選択されているとき）クリップとして表示されます。各パターン
オートメーションクリップは１つのパターンのデータしか含むことができません。つまり各パターンオートメーションクリップには１
つのパターンオートメーションイベントしか入っていません。そのためソング内でのすべてのパターンチェンジは個別のクリップを必
要とします。

･ パターン（バンクとパターンナンバー）
パターン（バンクとパターンナンバー）はデバイスで再生されるパターンを示します。Dr. Octo Rex デバイスではバンクはありませ
ん。

クリップサイズ変更ハンドル

パターン（バンクとパターンナンバー）

パターンセレクター
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･ パターンセレクター

パターンセレクターの三角形をクリックするか、クリップをダブルクリックすると、ソースデバイスで使用可能なパターン（バン
クとパターンナンバー）をリストしたポップアップが開きます。選択されたクリップのパターンを変えるにはリストから異なるパ
ターンを選択します。複数のパターンクリップが選択されている際、そのうちの１クリップでパターンを選択すると、選択クリッ
プすべてがそのパターンに設定されます。

･ クリップサイズ変更ハンドル
クリップサイズ変更ハンドルを左右にクリック＆ドラッグしてクリップをサイズ変更します。これによりパターンの再生開始位置 /
長さが変更されます。

! デバイスにパターンオートメーションがある場合、パターンクリップがある位置でのみパターンが再生されます。

パターンオートメーションの描画
鉛筆ツールで " パターンを選択 " レーンにパターンオートメーションクリップを描画できます：

1. スナップをオンにし、パターンチェンジクリップを挿入するノートポジションを考慮してスナップ値を設定します（「スナップ」参
照）。
通常スナップは " 小節 " に設定するとよいでしょう - 少なくとも拍子記号に呼応する長さのパターン（例えば 4/4 拍子における 16
または 32 ステップのパターン）を使用する場合。それ以外の長さの場合、パターンオートメーションを描く際に、その他のスナッ
プ値を設定してもよいでしょう。

2. 鉛筆ツールを選択します。
インスペクターにパターン / ループ選択ポップアップリストが現れます。リストからクリップで再生するパターン / ループを選択
します。Dr. Octo Rex デバイスではバンクはありません。
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3. 選択したパターンを再生させる長さのクリップを描きます。

4. 使用する他のパターンも同じ手順を繰り返してクリップを描いていきます。
q 混沌としたリズムチェンジを望む場合を除き、パターンチェンジのクリップを描く際にスナップをオフにしないでください！

パターンオートメーションクリップのサイズ変更移動、サイズ変更、複製
･ パターンオートメーションクリップはノートやオートメーションクリップと同じように移動、サイズ変更、複製できます。

ただしこれらの操作はスナップをオン（大抵は " 小節 " に設定）にして行うことを推奨します（「スナップ」参照）。

! パターンオートメーションクリップの左リサイズハンドルをクリック＆ドラッグしてサイズ変更することにより、始点が変更され
ると、クリップはマスクされます（ノートクリップと同じ）。この際、パターンが１拍目から始まるとは限りません。始点がマスク
されたパターンオートメーションクリップが選択されると、インスペクターのパターンオフセットディスプレイにこのことが示さ
れます。

１小節から５小節にかけて描画されたパターンオートメーションクリップ

このクリップの左リサイズハンドルを右へ２拍移動すると、パターンオフセットは変更されますが、パターンは意図通りに再生し
ます：

上のパターンオートメーションクリップを、２拍目から始まるように「リサイズ」

･ パターンオートメーションクリップは "編集 " メニューまたはコンテクストメニューのカット / コピー / ペーストコマンドでも移動
/複製できます。
同じくノートやパラメーターオートメーションクリップと同じ規則が適用されます。

パターンオートメーションクリップの削除
D パターンオートメーションクリップの削除はノートクリップの削除と同じ方法で行います。クリックまたは選択範囲を描いて選択
してから、[Backspace] を押すか、消しゴムツールを使用します。

D クリップ内のすべてのオートメーションを削除するにはクリップ自体を削除します（トラックのパターンチェンジオートメーショ
ンをすべて削除するにはレーン自体を削除してください）。
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" パターンオートメーションをノートに変換 "機能
Redrum や Matrix トラックにパターンオートメーションをレコーディングまたは描画したら、パターンオートメーションレーンを丸ご
とノートイベントに変換し、新しいノートレーンに入れることができます：

1. パターンオートメーションを含んだトラックを選択します。
2. " 編集 " メニューまたはトラックのコンテクストメニューから "パターンオートメーションをノートに変換 "を選択します。

各パターンオートメーションクリップの相当するデバイスパターンがノートクリップに変換され、新しく作成されたノートレーン
に追加されます。作成されたノートレーンはパターンチェンジを用いた場合と同じ内容を再生します。

･ この操作を実行するとパターンオートメーションレーンは自動的にオフになります。
いつでもパターンレーンをオンにしてパターンオートメーションの使用に戻れます。

Redrum特定事項：

･ " パターンオートメーションをノートに変換 "の実行後、Redrumデバイスの "Enable Pattern Section" ボタンはオフになります。

Matrix 特定事項：

･ 正しいトラックが選択されていることをご確認ください（通常はMatrix が接続されているデバイスのトラック）。
Matrix は音を出さないデバイスなので、Matrix 自体にノートを作成しても意味がありません。

･ この機能を実行した後はMatrix の接続を外すか、Matrix を削除してもよいでしょう。
なぜなら Matrix とシーケンサーノート両方で同時にデバイスを鳴らす必要はないからです。

テンポオートメーションの編集
テンポオートメーションの編集方法は通常のパラメーターオートメーションと同じように行います。「パラメーターオートメーション
の編集」をご参照ください。

テンポオートメーションイベントの描画
テンポオートメーションイベントの描画は通常のパラメーターオートメーションと同じように行います。「パラメーターオートメー
ションイベントの描画」をご参照ください。

･ Reason Essentials は非常に広いテンポ範囲（1.0BPMから 999.999BPM）に対応していますが、エディットモードの左コラムの標
準表示範囲は 60-250BPMです。これは小さなテンポ変更を行いやすくするためです。

250 以上または 60BPM 以下のテンポを使用するにはテンポオートメーションイベントをクリップの境界より上 / 下に移動するか、
最大 / 最小値（上図では左コラム "250" または "60"）をダブルクリックして希望する値を入力するか、イベントを選択してからイ
ンスペクターの " 値 " ディスプレイの値を変更します。
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テンポチェンジとオーディオトラックのテンポオートメーションについて
オーディオトラックデバイス内蔵のストレッチ機能はオーディオトラックのレコーディングのピッチに影響しないソングテンポの変更
を可能にします。これはオーディオトラックをレコーディングした後にテンポを変更したい場合に便利です。Reason Essentials ではす
べてのオーディオクリップでデフォルトでストレッチが有効になっています。

オーディオ素材に合わせて２種類のストレッチアルゴリズムから選択できます：" メロディ " ストレッチタイプは１ノートずつ鳴る
ソースに適しています - 例えばソロボーカルなど。" 万能 " ストレッチタイプは他のタイプのオーディオ素材に適しています。

D ストレッチタイプはラックのオーディオトラックデバイスのストレッチタイプボタンで選択します。

ラックのオーディオトラックデバイスでストレッチタイプを選択

試聴用ストレッチ vs. 高品位ストレッチ
ストレッチは必ず２つの並行したステップで行われます：瞬時にテンポチェンジの結果を聴くことができるリアルタイムの「試聴用」
ストレッチと、より高い音質を保つためにバックグラウンドで処理される高品位ストレッチ。高品位ストレッチを行っている間、トラ
ンスポーズパネルの "CALC" インジケーターはプログレスバーを表示します：

"CALC" プログレスバーは Reason Essentials が高音質オーディオストレッチを実行中に表示されます

高品位ストレッチはバックグラウンドで行われるため、作業を中断することなくソング操作を続けられます。高品位ストレッチが完了
すると "CALC" インジケーターは消灯し、高品位オーディオが自動的に「試聴用」オーディオを置き換えます。

オーディオクリップのストレッチの無効化について
状況に応じてオーディオクリップをテンポオートメーションから除外することも可能です。例えば声やサウンドエフェクトなどテンポ
変更に追従するべきでない素材をレコーディングした場合などが考えられます。このような場合は該当するオーディオクリップを選択
してから " 編集 " メニューまたはクリップのコンテクストメニューから " ストレッチを無効化 " を選択します。

拍子記号のオートメーション
拍子記号のオートメーションイベントは鉛筆ツールでのみ描画できます - テンポ / パラメーター / パフォーマンスコントローラーオー
トメーションのようにレコーディングはできません。各拍子記号オートメーションクリップには１つの拍子記号オートメーション「イ
ベント」しか入っていません。そのためソング内でのすべての拍子記号変更は個別のクリップを必要とします。

1. まずトランスポートパネルの拍子記号ディスプレイで任意の拍子記号を設定します。
これは固定値になります - つまり拍子記号のオートメーションレーンにクリップがない場合、適用される拍子記号です。

2. [Alt]（Win）または [Option]（Mac）を押しながらトランスポートパネルの "拍子記号 " ディスプレイをクリックします。
これによりトランスポートトラックが選択されると同時に、拍子記号のオートメーションレーンが自動的に作成されます。拍子記
号ディスプレイには緑色の枠が表示され、拍子記号がオートメーションされていることを示します。

q 一般的にはスナップをオンにし（「スナップ」参照）、スナップ値を "小節 "に設定すると良いでしょう。 
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3. 鉛筆ツールを選択します。
鉛筆ツールを選択するとインスペクターに " 拍子記号 " のポップアップリストが現れます。このリストから任意の拍子記号を選択し
ます。

D ” その他 ”を選択すると ”拍子記号を編集 ”ダイアログが現れ、拍子記号を指定できます。

選択肢は：1/2-16/2, 1/4-16/4, 1/8-16/8 と 1/16-16/16。ダイアログの拍子記号ディスプレイは「トランスポート数値ディスプレイ」
の説明のとおりに編集できます。

4. トランスポートトラックの拍子記号レーンで、拍子記号を変更する範囲にクリップを描きます。 
クリップの長さにわたり、拍子記号が変更されます。

5. ソングで拍子記号を変更したい場所で以上の操作を繰り返します。
D オートメーションクリップの拍子記号はいつでも変更できます。クリップを選択（矢印）ツールでダブルクリックし、ポップアッ
プから希望する拍子記号を選択します。また、クリップを選択してからクリップ上部の小さな三角形をクリックすると同じ拍子記
号ポップアップが表示されます。
拍子記号の固定値を変更するときを除き、エディットモードに切り替える必要はありません。

拍子記号オートメーションクリップのサイズ変更移動、サイズ変更、複製
D 拍子記号のオートメーションクリップの移動 /サイズ変更 / 複製は、ノートやオートメーションクリップと同じように行います。

ただし操作はスナップをオン（一般的には " 小節 " に設定）にして行うと良いでしょう。

D また "編集 " メニューまたはコンテクストメニューのカット / コピー /ペーストコマンドでクリップを移動 / 複製できます。
これらのコマンドもノートやパラメーターオートメーションクリップのカット / コピー / ペーストと同じ規則に従います。

拍子記号オートメーションクリップの削除
D 拍子記号オートメーションクリップの削除はノートクリップの削除と同じ方法で行います。すなわち、クリックするか選択範囲を
描いて選択してから、[Backspace] または [Delete] を押すか、消しゴムツールを使用します。

D クリップ内のすべての拍子記号オートメーションを削除するにはクリップ自体を削除します（トラックの拍子記号オートメーショ
ンをすべて削除するにはレーン自体を削除してください）。
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インスペクターでのノートとオートメーション編集
インスペクターのディスプレイでノートやオートメーションイベントを数値で編集できます。

インスペクターでのノートとイベントの編集
ノートを選択するとインスペクターには４つのディスプレイが表示され、それぞれイベントの（始点）位置、長さ、ノートナンバー、
ベロシティー値を示します：

パラメーターオートメーションイベントを選択するとインスペクターには２つのディスプレイが表示され、それぞれイベントの位置と
値を示します：

パターンオートメーションクリップを選択すると、３つのディスプレイが表示されます - クリップの位置、長さ、パターンオフセッ
ト：

D 値を編集するにはディスプレイの数値をクリックして選択し、上下にドラッグする、またはスピンコントロール（上下の矢印アイ
コン）をクリック、あるいは新しい数値を入力します。この時にスナップ値は適用されません。
インスペクターでの数値編集については「インスペクター数値ディスプレイ」をご参照ください。

! イベントの位置を移動した場合、クリップの境界外になり、マスクされることがあります（再生されません）。マスクされても警告
などは表示されませんが、クリップがエディットモードで開かれているのでマスクされているか視認できます。

･ 始点 / 長さディスプレイのティック部にアスタリスク（＊）が表示されている場合、値がサブティックであることを意味します。
詳しくは「始点と長さディスプレイのサブティックについて」をご参照ください。

インスペクターでの複数のノートとイベントの編集
複数のイベントの値を編集する際、変更はすべて相対的に行われます。例えば複数のノートを選択した状態で始点、長さ、ピッチ、ベ
ロシティーを変更するとすべて同じ量で変更され、それぞれの相対的な数値は保持されます。

･ 複数のイベントが選択されているとき、ディスプレイには一番始めのイベントの数値が表示されます。
複数のイベントが同じ始点である場合、ディスプレイには最も低いノート値（ノートイベント）か値（オートメーションイベント）
が表示されます。

･ 異なる値をもつ複数のイベントを選択したとき、値を一致させるボタンが相当するディスプレイの隣りに現れます。
「ノートやイベントの値を「値を一致させる」機能でマッチ」をご参照ください。
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ノートやイベントの値を「値を一致させる」機能でマッチ

「値を一致させる」ボタンは赤い " ＝ " マークとして表示されます

インスペクターの「値を一致させる」機能は、複数の選択されたノートイベントの始点、長さ、ベロシティーを、選択されている一番
始めのイベントの値にマッチさせます。ディスプレイには必ず一番始めのイベントの値が表示されます。また複数のオートメーション
イベントの値も、選択されている最初のオートメーションイベントの値にマッチできます。

複数のイベントが同じ始点である場合、最も低いノート値（ノートイベント）か値（オートメーションイベント）の値にマッチされま
す。

ノートのマッチ
以下はノート値をマッチする一例です：

1. エディットモードでいくつかのノートを選択します。

エディットモードで４つのノートを選択
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2. 各「値を一致させる」ボタンで次の結果が得られます：

始点のマッチ 長さのマッチ ベロシティーの　
マッチ

または または
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パラメーターオートメーションイベントのマッチ
パラメーターオートメーションイベント値のマッチはオートメーションされたデバイスパラメーターを、クリップを通して同じ値で変
調したい場合などに便利です。

･ 例えばクリップの中で数回にわたり最大値＝ 80 でパラメーターをモジュレートしたいとします。この場合最大値になるイベントを
すべて選択し、「値を一致させる」ボタンをクリックしてから値を 80に設定します。

オートメーションのマッチは次の場合などに便利です：

･ 複数のパフォーマンスコントローラー オートメーションレーンのコントローラーイベントの位置を一致したい場合。

･ ふたつの隣接したオートメーションイベントの位置をマッチすることにより、最初の値から次の値まで瞬時に「ジャンプ」させた
い場合。

１つのクリップの中で３つ以上のオートメーションイベントの位置をマッチしてもあまり意味がありません。この操作を行うと最
も極端な値のみが再生されることになります。両極端以外のイベントは実質「無視」されます。



第 10章
ラックの使用
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本章について
本章はラックでのデバイスやデバイスグループの操作やテクニックについて説明します。

ラックデバイスの操作
ラックはデバイスの作成、設定、さらにパラメーターの変更を行う場所です。このセクションでは全デバイスに共通するラックの基本
操作や手順について説明します。

ラックのナビゲーション

３列表示した状態のラック

ラックにはソングで使用するデバイスすべてが格納されています。デバイスの概要を把握しやすいよう、複数のコラムを作成できま
す。ラックをナビゲートするには：

D ラックナビゲータの青い枠をドラッグして上下左右にスクロールします。
ラックナビゲータでクリックすると、その位置に直接スクロールします。

D マウスのスクロールホイールを使ってラックを上下にスクロールできます。
[Shift] を押しながらスクロールホイールを操作すると左右にスクロールできます。

D コンピューターキーボードの [Page Up] と [Page Down] ボタンでラックを１画面分上下にスクロールできます。
ただしラックがエディットフォーカスされている（ラックエリアに枠が表示）必要があります。エディットフォーカスを設定する
にはラックエリア（どこでもよい）をクリックします。

D コンピューターキーボードの [Home] または [End] ボタンを押すと、現在表示中のラックの一番上または下にスクロールします。
ラックエリアがエディットフォーカスされている必要があります。

q シーケンサーでトラックを選択した際、またはメインミキサーのチャンネルストリップ下部の "Rack" ボタンをクリックした際、
ラックは相当するデバイスが表示されるように自動的にスクロールします。

ラック 
ナビゲーター

ラックコラム３ ラックコラム２ ラックコラム１
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ラックのサイズ変更と分離

D ラックエリアのサイズを変更するには、ラックエリア上下にある水平デバイダーをドラッグします。
メインミキサーまたはシーケンサーエリアの表示サイズはラックと相対的に変更されます。

D ラックナビゲータのサイズを変更するには、ラックナビゲータの左側にある垂直デバイダーをドラッグします。
このデバイダーを左にドラッグするとラックナビゲータエリアが拡大され、デバイスもより大きく表示されるため、ラック内のデ
バイスの概要を把握しやすくなります。

D ラックをソングウィンドウの中で最大化するには [F6] またはラックナビゲータ右側の「最大表示」ボタンをクリックします。

ラックの最大化と分離ボタン

D ラックエリアを他のエリアから分離するには、[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [F6] を押すか、「分離」ボタンをクリック
します。
ラックは別のウィンドウに表示されます（詳しくは「ラック」をご参照ください）。

q また、複数のラックコラムを作成する方法は「新しいラックコラムの作成」をご参照ください。

デバイスグループについて
デバイスグループとは、１つの「集まり」として接続された複数のデバイスです。例えばインストゥルメントデバイス＞エフェクトデ
バイス＞ミックスチャンネルデバイスはひとつのデバイスグループと見なされます。

デバイスグループは次を含むことができます：

･ １つのみのソースデバイス（例：インストゥルメント）。

･ ソースデバイスがオーディオ信号を送信するデバイス（例：エフェクトデバイス）。

･ このグループ内のデバイスのみに CV接続された CVのみのデバイス（例：Matrix シーケンサー）。

･ グループ内のデバイスの全シーケンサートラックとメインミキサーのチャンネルストリップ。

! デバイスグループはデバイス間の接続によってのみ定義されています -ラック内でのデバイスの位置は関係ありません。

ラックエリアを最大表示ボタン

ラックを分離ボタン
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デフォルトではインストゥルメントデバイスを作成すると、新規（または現在未使用）のミックスチャンネルデバイスに自動的に接続
されます（詳細は「デバイスの作成」をご参照ください）。この状態でインストゥルメントデバイスと接続されたミックスチャンネル
デバイスは、インストゥルメントデバイスをソースデバイスとした「デバイスグループ」と見なされます。

デバイスグループの構成デバイスをラック内でまとめておくには（例：グループ構成デバイスをすべて移動するためなど）、" オプショ
ン " メニューに " デバイスとトラックを自動的にグループ " というオプションがあります。

" デバイスとトラックを自動的にグループ " オプション

「デバイスとトラックを自動的にグループ」オプションの利点は、どのデバイスがお互いに接続されおり、それらがどのシーケンサー
トラックやメインミキサーのチャンネルストリップに関連しているかを視覚的に確認しやすくなることです。またラックではデバイス
グループ内のデバイスを１つ移動するだけでデバイスグループ全体も付いてくるので、再配置が容易になります。

次の例では２台の ID8 デバイスがそれぞれミックスチャンネルデバイスに接続されています。このうち１台をラックの別位置に移動し
ます：

1. まず " オプション " メニューの "デバイスとトラックを自動的にグループ "が選択されていることを確認します。されていなければ
メニューから選択するか、[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [G] を押します。

2. ID8 デバイスパネル（パラメーターやディスプレイ以外）をクリックし、ラックの２台目の ID8 の下にドラッグします。
下図のとおり、１台目の ID8 デバイスとそれに接続されているミックスチャンネルデバイスはグループとして一緒に新しい位置に
移動されます。

q デバイスグループに属するデバイスを確認するにはデバイスを選択してから、"編集 "またはコンテクストメニューから"デバイスグ
ループ内すべてを選択 "を選択します。

ID8 1
デバイス　　
グループ

ID8 2
デバイス　　
グループ

移動した ID8 1
デバイス　　　
グループ
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デバイスの作成
デバイスはいくつかの方法で作成できます。最初の２方法はどのデバイスタイプでも使用できます：

D ツールウィンドウの「デバイスパレット」タブのデバイスをドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリック。
また、デバイスを選択してから " 作成 " ボタンをクリックします。どのタイプのデバイスでも作成できます。

ツールウィンドウのデバイスパレットタブ

D " 作成 " メニューから希望するデバイスを選択。
どのタイプのデバイスでも作成できます。" 作成 " メニューはメインメニューとラックとデバイスのコンテクストメニューにありま
す。

選択したデバイスと " デバイスとトラックを自動的にグループ " 設定によって、操作の結果は異なります：

･ " オプション " メニューの "デバイスとトラックを自動的にグループ "設定が選択されていない場合、新しいデバイスは現在ラック
で選択されているデバイスの下に作成されます。
デバイスが選択されていない場合、新しいデバイスはラックの最下部に作成されます。

･ " オプション " メニューの "デバイスとトラックを自動的にグループ "設定が選択されている場合、新しいデバイスは既存のデバイ
スグループの中には作成されません（エフェクトデバイス以外 -「エフェクトデバイスに関する事項」参照）。
新しいデバイスはラックで選択されているデバイスの下ではなく、そのデバイスが属するデバイスグループの下に作成されます。

･ 新しいデバイスを作成すると、Reason Essentials は自動的に適切なルーティングを試みます。
自動ルーティングの詳細は「オートルーティング」をご参照ください。

! 特定のデバイスタイプに特化した情報は後述をご参照ください。
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インストゥルメントデバイスに関する事項
インストゥルメントデバイスは次の方法でも作成できます：

D ツールウィンドウの「デバイスパレット」タブで "インストゥルメントを作成 "ボタンをクリックするか、"作成 "メニューから "イン
ストゥルメントを作成 "を選択します。
パッチブラウザが開き、インストゥルメントパッチを選択することでデバイスが作成されます（「インストゥルメント / エフェクト
を作成」参照）。

! " インストゥルメントを作成 "ボタンはインストゥルメントの作成専用のため、ミキサーやエフェクトデバイスは作成できません。

･ インストゥルメントデバイスを作成すると、新しいシーケンサートラックも自動的に作成されます。また、新しい（または未使用
の）ミックスチャンネルデバイスがインストゥルメントデバイスに接続されます。ミックスチャンネルデバイスのチャンネルスト
リップはメインミキサーに表示されます。
トラック、ミックスチャンネルデバイスとそのチャンネルストリップには、作成したインストゥルメントデバイスと同じ名前がつ
けられます。新しいトラックには自動的にマスターキーボード入力が設定されるので、作成したインストゥルメントデバイスをす
ぐに MIDI で演奏できます（「マスターキーボード入力」参照）。インストゥルメントデバイスとミックスチャンネルデバイスはデ
フォルトで「デバイスグループ」として扱われます（「デバイスグループについて」参照）。

! シーケンサートラックとミックスチャンネルデバイスの自動的な作成はデフォルトでインストゥルメントデバイスでのみ行われ、
ミキサーとエフェクトデバイスでは行われません。

･ [Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながらインストゥルメントデバイスを作成すると、シーケンサートラックは作成されません
（ツールウィンドウからのドラッグ＆ドロップは例外となります）。

･ [Shift] を押しながらインストゥルメントデバイスを作成すると、自動接続やルーティングは行われません。

オーディオトラックに関する事項
オーディオトラックデバイスは次の方法でも作成できます：

D ツールウィンドウの「デバイスパレット」タブで "オーディオトラックを作成 "をクリックするか、"作成 "メニューから "オーディオ
トラックを作成 "を選択します。
オーディオトラックデバイス（メインミキサーには相当するチャンネルストリップ）とシーケンサートラックが作成されます。

ミックスチャンネルデバイスに関する事項

･ [Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながらミックスチャンネルデバイスを作成すると、新規デバイス用のシーケンサートラック
が作成されます（ツールウィンドウからのドラッグ＆ドロップは例外となります）。

エフェクトデバイスに関する事項
エフェクトデバイスは次の方法でも作成できます：

D " 作成 " メニューから "エフェクトデバイスを作成 "を選択。
パッチブラウザが開き、Combinator デバイスにロードできる FX Combinator パッチを選択できます（「インストゥルメント / エ
フェクトを作成」参照）。

エフェクトデバイスを作成する際の結果は次の基準によって異なります：

･ オーディオトラック（デバイスまたはチャンネルストリップ）またはミックスチャンネル（デバイスまたはチャンネルストリップ）
が選択されている状態でエフェクトデバイスを作成した場合、エフェクトデバイスはオーディオトラックまたはミックスチャンネ
ルデバイスのインサート FXにインサートエフェクトとして追加、接続されます。

･ インストゥルメントデバイスが選択されている状態でエフェクトデバイスを作成した場合、エフェクトデバイスはインストゥルメ
ントデバイスの後にインサートエフェクトとして追加、接続されます。

･ Mixer 14:2 または Line Mixer 6:2 が選択されている状態でエフェクトデバイスを作成した場合、エフェクトデバイスはミキサーデ
バイスの最初の空きセンド FX端子にセンドエフェクトとして追加、接続されます。
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･ [Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながらエフェクトデバイスを作成すると、デバイス用のシーケンサートラックが作成されま
す（ツールウィンドウからのドラッグ＆ドロップは例外となります）。

･ [Shift] を押しながらエフェクトデバイスを作成すると、デバイスは接続されません。

ミキサーデバイスに関する事項

･ [Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながらミキサーデバイスを作成すると、デバイス用のシーケンサートラックが作成されます
（ツールウィンドウからのドラッグ＆ドロップは例外となります）。

･ [Shift] を押しながらミキサーデバイスを作成すると、デバイスはミックスチャンネルデバイスに接続されません。

デバイスの選択
デバイスのカット、コピー、移動、削除などの操作（「デバイスのカット / コピー / ペースト」と「デバイスの削除」をご参照くださ
い）を行うには、まずデバイスを選択する必要があります。デバイスの選択は次のように行います：

D １つのデバイスを選択するには、ラックでデバイスをクリックします。
選択されたデバイスにはボーダーラインが表示されます（ボーダーラインの色はご使用の OS によって異なります）。

D 複数のデバイスを選択するには、[Shift] キーを押しながらクリックします。 
つまり、選択してあるデバイスを選択解除せずに、他のデバイスも選択できます。

D 全てのデバイスの選択を解除するには、ラック下部または横の空のスペースをクリックします。

D 選択された複数のデバイスから 1 つだけ選択を解除するには、[Shift] キーを押しながらそのデバイスをクリックします。 
他のデバイスの選択は解除されません。 

D さらにキーボードの矢印キーを使って、現在選択されたデバイスの上下左右のデバイスを選択できます。 
この方法では選択されたデバイスが表示されるようにラックが自動的にスクロールします。そのためラック内を素早く移動できま
す。また、ハーフラックサイズのデバイス（エフェクトデバイスなど）では、左から右に選択されます。例えば、[ ↓ ] キーを押し
て下のエフェクトデバイスへ移動した場合は、まず左のデバイスが選択され、次に右のデバイスが選択されます。

D [Shift] キーを押しながら [ ↑ ] および [ ↓ ] キーで移動すると、最初のデバイスを選択したまま次のデバイスを選択できます。 
これによりデバイスの選択範囲を広げられます。

D デバイスのパラメーターを調整すると自動的にそのデバイスが選択されます。
パラメーターを設定する前にデバイスを選択する必要はありません。

デバイスグループ内すべてのデバイスの選択について
デバイスグループ内の全デバイスを選択するには：

1. 任意のデバイスグループ内のデバイスをどれか選択します。
2. " 編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "デバイスグループ内すべてを選択 "を選択します。

デバイスグループ内の全デバイスが選択され、周りにボーダーラインが表示されます。
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デバイスの削除
デバイスを削除するには、選択してから次の方法で行えます：

D [Backspace] または [Delete] を押します。
削除を確認するための警告が現れます。デバイスに接続されていたケーブルも削除（または再ルーティング）されます。

! ソースデバイスまたはミックスチャンネルデバイスを選択してあり、さらに "オプション "メニューの "デバイスとトラックを自
動的にグループ "が有効な場合、警告ウィンドウではデバイスのみ、またはデバイスグループ全体（シーケンサートラックとチャ
ンネルストリップを含む）を削除するか選択できます（「デバイスグループについて」参照）。

D デバイスやデバイスグループを警告なしに削除するには[Ctrl](Win)または[Cmd](Mac)を押しながら[Backspace]または[Delete]を押
します。

D " 編集 " メニューまたはデバイスのコンテクストメニューから "トラックとデバイスを削除 "を選択します。
削除を確認するための警告が現れます。この操作はデバイスとともに関連したシーケンサートラックも削除します（" デバイスとト
ラックを自動的にグループ " オプションが無効の場合を含む）。デバイスに関連するトラックがないことは可能ですが、トラックに
は必ず関連するデバイスがあります。

D デバイスとトラックを警告なしに削除するには[Ctrl](Win)または[Cmd](Mac)を押しながら"編集"メニューまたはデバイスのコンテ
クストメニューから "トラックとデバイスを削除 "を選択します。

! 削除するデバイスが２つのデバイスの間に接続されている場合、その２つのデバイスは自動的に接続されます。

! ラックの最上部にある Reason Essentials の Hardware Interface と Master Section デバイスは削除できません。

デバイスの整理
例えばインストゥルメントデバイスをラック内の別の位置に移動するとしたら、関連するミックスチャンネルデバイスと接続してある
エフェクトも同時に移動したいでしょう。もし " オプション " メニューの " デバイスとトラックを自動的にグループ " が有効なら、デ
バイスをドラッグ＆ドロップした際、デバイスグループ内の全デバイスが同時に移動されます。またデバイスグループ内でデバイスの
順序を入れ替えることも可能です。詳しくは「デバイスグループについて」をご参照ください。さらに複数のデバイスグループを自動
的に整理する機能については「" 選択されたデバイスグループをソート " 機能について」をご参照ください。

" オプション " メニューの " デバイスとトラックを自動的にグループ " が無効の場合、個別のデバイスをラック内で自由に移動できま
す（デバイスグループ外も含む）。次のように行います：

1. 複数のデバイスを同時に移動するには、まず [Shift]- クリックして選択します。
2. 選択されているデバイスのパネル（パラメーター、ディスプレイ以外）をどれかクリックします。

パラメーターまたはディスプレイ以外ならどこでもクリックできます。

3. マウスボタンを押さえたまま、デバイスを任意の位置へドラッグします。
赤い太線がデバイスの移動先を示します。ハーフラックデバイスを移動する際、赤線はデバイスの左（移動デバイスはそのデバイ
スの前に挿入）または右（移動デバイスはそのデバイスの後に挿入）のいずれかに表示されます。
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q また、デバイスは元のラックの左右の新しい列に移動することもできます（「新しいラックコラムの作成」参照）。
この例では DDL-1 ディレイデバイスを２カ所の異なる位置に移動します：

4. マウスボタンを離します。
デバイスは新しい位置に移動し、ラックの他のデバイスも空きスペースを埋めるために移動します。

! デバイスの移動中に操作を取りやめたい場合、マウスボタンを押したままで [Esc] キーを押してください。

D [Shift] キーを押しながらデバイスを移動すると、自動的に再ルーティングします。
自動的なルーティングに関しては「オートルーティング」をご参照ください。

! ラック内のデバイスを移動しても、シーケンサートラックやチャンネルストリップの順番には影響を及ぼしません（逆も同様）。
シーケンサートラックとチャンネルストリップも同時に移動するには「"選択されたデバイスグループをソート "機能について」を
ご参照ください。

この場合では、赤線は RV-7
リバーブデバイスがフェー
ザーの左に挿入されることを
示しています

これが結果です。フィルター
デバイスが空きスペースを埋
めるために左に移動していま
す

この場合では、赤線はリバー
ブデバイスがコーラス / フラ
ンジャーの右に挿入されるこ
とを示しています

これが結果です。空きスペー
スを埋めるために３つのデバ
イスすべてが左に移動してい
ます
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新しいラックコラムの作成
デバイスやデバイスグループを新しいラックコラムに移動できます。この機能はラックにデバイスが多くなってきた場合や、視覚的に
分かりやすいようにデバイスを整理する時に便利です。

新しい空のソングドキュメントを作成すると、デフォルトで Reason Essentials Hardware Interface と Master Section デバイスが収まっ
たラックコラムが１つ表示されます。" 作成 " メニューから新しいデバイスを作成すると、これらはこのラックコラムに追加されます。

最初のラックコラムの左右にデバイスをドラッグ＆ドロップすると、デバイスを移動すると同時に新しいラックコラムを作成できま
す。ラックコラムの数には制限はありませんが、各ラックコラムには少なくとも１つのデバイスが入っている必要があります。つまり
空のラックコラムは作れません。

下の例では RV7000 リバーブデバイスを元のラックの右にドラッグ＆ドロップします：

この際、元のラックコラムの右側の「木製」フレームに大きな白い矢印が表示され、デバイスが新しいラックコラムに移動されること
を示します。

" 選択されたデバイスグループをソート "機能について
デバイスグループ（「デバイスグループについて」参照）を操作する際、デバイスグループ、メインミキサーチャンネルストリップと
シーケンサートラックを視覚的に整理できる便利な機能があります。" 編集 " メニューの " 選択されたデバイスグループをソート " 機
能は、デバイスグループとメインミキサーのチャンネルストリップをシーケンサートラックの順番通りに並び替えられます（現在選択
されているものによって、逆も同様）。ラックのデバイスグループとメインミキサーのチャンネルストリップを、シーケンサートラッ
クの順番に並べ替えるには：

1. シーケンサーのトラックリストでトラックを選択してから、"編集 " メニューまたはトラックのコンテクストメニューから "すべて
を選択 "を選択します。
すべてのトラックの色が暗くなり、選択されていることを示します。

2. " 編集 " メニューまたはトラックのコンテクストメニューから "選択されたデバイスグループをソート "を選択します。
すべてのデバイスグループとメインミキサーのチャンネルストリップは、シーケンサーのトラックの順番に自動的に並び替えられ
ます。一番上のシーケンサートラックに関連したデバイスグループはラックの最上部に移動します。残りのデバイスグループと
チャンネルストリップはトラックリストのトラックの順番に従って並び替えられます。またメインミキサーのチャンネルストリッ
プもシーケンサートラックの順番に従って並び替えられます。

･ 複数のラックコラムにデバイスがある場合、整理は左のラックコラムから右へ順番に行われます。各ラックコラムに入っているデ
バイスの数は変わりません。

RV7000 デバイスパネルの
右端をクリックし、右へ
ドラッグします

マウスボタンを離すと
RV7000 デバイスは右側の
新しいラックコラムに自動
的に移動されます
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･ ラックでデバイスグループを選択してから "編集 " メニューまたはデバイスのコンテクストメニューから "選択されたデバイスグ
ループをソート "を実行すると、シーケンサートラックとメインミキサーのチャンネルストリップが、デバイスグループの順番通
りに並び替えられます。

･ メインミキサーでチャンネルストリップを選択してから "編集 " メニューまたはチャンネルストリップのコンテクストメニューか
ら "選択されたデバイスグループをソート "を実行すると、ラックのデバイスグループとシーケンサートラックが、メインミキ
サーのチャンネルストリップの順番通りに並び替えられます。

デバイスの複製
デバイスを複製する際、" オプション " メニューの " デバイスとトラックを自動的にグループ "（「デバイスグループについて」参照）
の設定によって結果は異なります：

D ラックのデバイスまたはデバイスグループを複製するには[Ctrl](Win)または[Option](Mac)を押しながらデバイスを新しい位置にド
ラッグします。

･ " デバイスとトラックを自動的にグループ "が無効の場合、選択されたデバイスのコピーが未接続状態で作成されます。

･ " デバイスとトラックを自動的にグループ "が有効の場合、デバイスグループ全体のコピーが接続を保持した状態で作成されます。
またシーケンサーには新しいトラックも作成されます。

D デバイスを選択し、"編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "デバイスとトラックを複製 "を選択します。
デバイスまたはデバイスグループのコピーが作成されます。またシーケンサーにはデバイスまたはデバイスグループ用の新しいト
ラックも作成されます。

D [Shift] を押しながらデバイスを複製すると、Reason Essentials はデバイスを移動する時と同様に自動ルーティングを試みます。
「オートルーティング」をご参照ください。

デバイスのカット / コピー / ペースト
選択されたデバイスやデバイスグループは " 編集 " メニューまたはデバイスのコンテクストメニューのカット、コピー、ペースト機能
を使って移動 / 複製できます。この機能を用いれば、例えばデバイス（インストゥルメントデバイスとそのすべての「インサート」エ
フェクトデバイスなど）を１つの Reason Essentials ソングから他のソングへコピーすることなどが可能になります。カット / コピー /
ペースト操作の作用は " オプション " メニューの " デバイスとトラックを自動的にグループ " 設定（「デバイスグループについて」参
照）によって異なります：

･ カットとコピーは選択されたすべてのデバイスとデバイスグループに作用し、一般的な動作通りに機能します。
つまりカットはデバイス / デバイスグループをクリップボードに移動する（ラックから取り除かれる）一方、コピーはデバイス /
デバイスグループの複製をクリップボードに置くため、ラックの内容は変更されません。

D デバイスグループをカット/コピー/ペーストする場合は、"オプション"メニューの"デバイスとトラックを自動的にグループ"が有効
であることを確認してください。次にデバイスグループ内のデバイスを選択してからカット /コピー /ペースト操作を行います。
デバイスグループ内のデバイスすべてがカット / コピーされ、接続を保持したままペーストされます（同一ソング内、または他の
ソングドキュメントへ）。

･ デバイスやデバイスグループをペーストする際、現在選択されているデバイスの下に挿入されます。
デバイスが選択されていない場合、デバイス / デバイスグループはラックコラムの最下部にペーストされます。

! デバイスの作成時と同様、"デバイスとトラックを自動的にグループ "が有効の場合にはソースデバイスを既存のデバイスグループ
内にペーストすることはできません。この場合はデバイスグループの下に挿入されます。

･ 複数のデバイスをコピー、ペーストする際、これらの間の接続は保持されます。

･ [Shift] を押しながらデバイスをペーストすると、Reason Essentials は自動ルーティングを試みます。
この際の規則はドラッグ＆ドロップでデバイスを複製する時と同じです。自動と手動ルーティングに関する情報は「オーディオと
CV のルーティング」をご参照ください。
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デバイスのネーミング
各デバイスのデバイス名は「テープ」に表示されます。デバイスを作成すると自動的に名前がつけられます。デバイス名はデバイスタ
イプと数値から構成されます（例えば Subtractor の場合、最初は "Subtractor 1"、次に "Subtractor 2"… となります）。また、ドラフ
ティングテープをクリックして名前を変更できます（最高半角 16 文字まで）。

ミックスチャンネルデバイスに接続されたインストゥルメントデバイスのデバイス名は自動的にミックスチャンネルデバイス、メイン
ミキサーのチャンネルストリップ、そしてシーケンサートラックにも反映されます。同じように、メインミキサーの FX リターン名は、
その FX リターン入力に接続されているエフェクトデバイスの名前になります。

･ シーケンサートラックがあるデバイスを作成すると、シーケンサーのトラックにはデバイスと同じ名前がつけられます。デバイス
名を変更すると、そのシーケンサートラックも同時に変更されます（逆も同様）。

･ ミキサーチャンネルのテープはミックスチャンネルデバイスに接続されたソースデバイスの名前を反映します！そのためインス
トゥルメントデバイスからエフェクトデバイスを介してミックスチャンネルに接続していても、ミックスチャンネルのテープには
（ソースデバイスである）インストゥルメントデバイスの名前が表示されます。

･ ミックスチャンネルは任意で変更できます。例えばサンプラーデバイスの複数の出力を個別のミックスチャンネルに接続している
場合。入力した名前を後で削除した場合、ミックスチャンネルは再びソースデバイスの名前を表示します。オーディオトラックの
場合、オーディオトラックデバイスが常にソースデバイスと見なされるため、手動で変更しない限り名称は変更しません。
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デバイスを折りたたむ
デバイスのパラメーターを編集する必要がない場合などでは、デバイスを折りたたむことでラック操作や管理を効率化できます。

D デバイスパネル左側の矢印ボタンをクリックしてデバイスを折りたたみます。

RV7000 デバイスの折りたたみボタン

D デバイスを元に戻すには、再度矢印ボタンをクリックします。

･ ハーフラックサイズデバイスの場合、矢印ボタンは左のデバイスの左側にあり、２つのデバイスは一緒に折りたたまれます：

ハーフラックサイズデバイスの折りたたみボタン

D [Alt](Win) または [Option](Mac) を押さえながら矢印ボタンをクリックすると、ラックコラム内のすべてのデバイスが折りたたまれ
ます。
反対に [Alt](Win) または [Option](Mac) を押さえながら折りたたまれたデバイスの矢印ボタンをクリックすると、ラックコラム内す
べてのデバイスが元に戻ります。

･ 折りたたまれたデバイスではパラメーターが表示されないほか、ラックの裏側でケーブルのルーティングを変えられません。
ただし、他のデバイスから折りたたまれたデバイスへ接続する場合は、ケーブルを折りたたまれたデバイスの上までドラッグして
ください。デバイスは自動的に元に戻るので、接続を行えます。

･ 折りたたまれたデバイスは通常通りに名称変更、移動、複製、削除できます。

･ パッチを使用するデバイスでは、折りたたんだ状態でもパッチを選択できます。

･ 折りたたんでも再生サウンドは変わりません。
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第 11章
サウンドとパッチ
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本章について
本章は次のテーマについて説明します：

･ パッチの操作
「パッチについて」参照

･ パッチブラウザの使用
「ブラウザの使い方」参照

･ ReFill と REASONファイル形式
「ReFill について」参照

パッチについて
パッチには特定のデバイスに関する設定情報が含まれています。パッチファイルにはハードディスク上の単独のファイルと、ReFill に
含まれるものの 2 種類があります（ReFill については「ReFill について」をご参照ください）。パッチを使用するデバイスは
Subtractor、NN-XT、Dr. Octo Rex、Redrum、Line 6 Guitar と Bass アンプ、RV7000、Scream 4、Combinator です。またミックスチャ
ンネル、マスターセクション、オーディオトラックデバイスは Combinator パッチとして保存されたインサートエフェクトパッチを使
用します。他の Reason Essentials デバイスはプリセットを使用するか、ソングに保存されるデバイスパネルパラメーターでのみプロ
グラムできます。

パッチを使用するデバイス
･ Subtractor シンセパッチはデバイスパネルの全ての設定を含みます。 

パッチを選択すると、ハードウェアエフェクトデバイスと同じように新しいサウンドがロードされます。

･ NN-XT サンプラーパッチは使用されているサンプルやその設定（キーマップ情報、音程情報など）に関する情報に加え、デバイス
パネル上のパラメーター設定情報を含みます。 
サンプラーパッチにはサンプル自体は含まれません - 使用されているサンプルに関する情報のみを含んでいることをご留意くださ
い。 

･ Dr. Octo Rex パッチは各スロットにロードされた REX ファイル、各設定、そしてデバイスパネルのパラメーター設定情報を含みま
す。
Dr. Octo Rex パッチには REX ファイル自体は含まれません - 使用されている REX ファイルに関する情報のみを含んでいることをご
留意ください。

･ Redrumパッチファイルには、ドラムマシンデバイスである Redrumのドラムキットで使用しているサウンドファイルの情報、各
ドラムサウンドのパラメーター設定が含まれます。 
Redrum パッチファイルにもサウンドファイル自体は含まれません。またドラムパターンも含まれないため、他のパッチファイル
を開いてもドラムパターンは保持されます。

･ Line 6 Guitar と Bass アンプパッチはデバイスパネルのパラメーター設定の他、使用しているアンプとキャビネットモデルの情報を
含みます。
パッチを選択すると、ハードウェアエフェクトデバイスと同じように新しいサウンドがロードされます。

･ RV7000 と Scream 4 エフェクトパッチはそれぞれのデバイスパネルの全設定を含みます。
パッチを選択すると、ハードウェアエフェクトデバイスと同じように新しいサウンドがロードされます。

･ Combinator（Combi）パッチには Combinator の設定（キー / ベロシティーゾーン、モジュレーションルーティング、他）の他、
Combi に含まれた全てのデバイスの設定（使用ファイル情報も含む）が保存されます。
さらに Combi 内のデバイス間の配線（オーディオ / CV）もパッチに保存されます。

! Combi 内の各デバイスの個々のパッチは保存されません - 例えば、Combi 内に Subtractor があったとします。この Subtractor の
パラメーター設定は Combi パッチの 一部として保存されます。しかし別途 Subtractor から保存しない限り Subtractor パッチとし
ては保存されません（「パッチの保存」参照）。

! Combi 以外のパッチには裏パネルの配線は含まれません。
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" デバイス作成時にデフォルトパッチをロード "について
環境設定の " 一般設定 " ページには、デバイスを作成する際にデフォルトパッチをロードするオプションがあります（デフォルトで有
効）。Sound Bank の各デバイス用フォルダーにはカテゴリフォルダーの外にいくつかのパッチがあります。これらはデバイスを作成し
た後にすぐブラウズリスト（「ブラウズリストについて」参照）から選択でき、素早く数種類のパッチを試せます（ブラウザを開く必
要はありません）。

パッチの選択 
デバイスには以下の方法でパッチファイルを読み込みます： 

D 任意のデバイスのパネル上にあるパッチセクションの、フォルダーアイコンをクリックします。 
パッチデバイスのパッチセクションは、パッチ名を表示するディスプレイ、「パッチ選択」ボタン（パッチを順番に切り替える上下
矢印ボタン）、ブラウザを開く「パッチブラウズ」ボタン、パッチを保存する「パッチ保存」ボタンという同じデザインで統一され
ています。

RV7000 デバイスのパッチセクション

! Redrum、NN-XT と Dr. Octo Rex デバイスのパネル上にはサンプルや REX ファイルを開くためのフォルダーアイコンも用意されて
います。ここではパッチセクション（パッチ名ディスプレイのとなり）のフォルダーアイコンをクリックしてください！

D " 編集 " メニューまたはデバイスのコンテクストメニューから "パッチを選択 "を選択します。
注：" 編集 " メニューは選択されているデバイスを反映します - つまり " パッチを選択 " アイテムを表示するにはデバイスを先に選
択する必要があります。

･ いずれの方法でもパッチブラウザが開きます。ここでディスクや ReFill 内から任意のパッチファイルを選択して開きます。
ブラウザ操作については本章の「ブラウザの使い方」をご参照ください。

･ 一度パッチファイルを選択すると、デバイスパネルの「パッチ選択」ボタンで同じフォルダー内の他のパッチファイルに順番に切
り替えることができます：

! 注：パッチを切り替えることによりデバイスタイプが変ってしまうこともあります！「ブラウズリストについて」をご参照くださ
い。

D デバイスパネルのパッチ名ディスプレイをクリックすると、選択されているフォルダーにあるパッチファイルがリストされます
（「ブラウズリストについて」参照）。
これにより１パッチごとではなく、他のパッチファイルへ瞬時に切り替えることができます。 またポップアップメニューからパッチ
ブラウザを開くこともできます。

パッチ名ディスプレイ

パッチ保存ボタン

パッチ選択ボタン

パッチブラウズボタン
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パッチファイルを選択すると、デバイスの各パラメータはパッチファイルに保存されている値に設定され、パッチ名はパッチ名ディス
プレイ上に表示されます。

! パッチファイルを選択した後にパラメーターを変更してもパッチファイル自体には何ら影響を及ぼしません。変更したパラメー
ター設定を保存するにはパッチファイルとして保存する必要があります（「パッチの保存」参照）。

! パッチはMIDI マスターキーボードやコントロールサーフェスからでも選択できます（「Remote - デバイスの演奏と制御」参照）。

使用サンプルが見つからない場合
前述のとおり Redrum、NN-XT と Dr. Octo Rex パッチには、使用しているサンプルや REX ファイルの情報が含まれています。このサン
プルはパッチファイルと同様にディスク上の独立したファイル、あるいは ReFill 内のデータです。もしパッチファイルが保存された後
にサンプル名を変更したり、移動した場合はパッチファイル内に保存されているサンプルの情報は正確でなくなってしまいます。 

この場合パッチファイルを選択した際にダイアログが開きます。そして見つからないサンプルを検索するか、手動でサンプルを指定す
るか、そのまま続行するか選択できます。詳しくは「見つからないサウンドがある場合」をご参照ください。

! サンプルを検索 / 置き換えずに続行した場合、「無音」のドラム（Redrum）、キーゾーン（NN-XT）、またはループスロット（Dr. 
Octo Rex）が発生します。

対応していないデバイスタイプを含む Combinator デバイスの選択について
フルバージョンの REASON で作成された Combinator パッチには、Reason Essentials に含まれていないデバイスタイプが使用されてい
ることがあります。このような Combinator パッチは Reason Essentials で開くことができません。パッチファイルは Explorer（Win）
や Finder（Mac）では見えますが、Reason Essentials のパッチブラウザでは表示されません。

パッチの保存

ソングのデバイス設定の保存
Reason Essentials ソングを保存すると、全デバイスのすべての設定が自動的にソングファイルに含まれます - 個別にパッチを保存する
必要はありません。

! ソングファイルに保存されるのは実際の設定であり、ディスク上のパッチへの参照ではありません。次回ソングを開くと、すべて
のデバイスは保存時の設定になります（ソング保存後にディスク上のパッチを変更 /移動しても関係ありません）。

! 注：デフォルトでは、デバイスで使用しているサンプルはソング内に保存されません。そのため Redrumや NN-XT サンプルを外部
アプリケーションで編集した後、これらを使用するソングを開くと再生音は変わってしまいます。そこで「セルフコンテンツ」機
能を用いて使用サンプルをソングに保存することも可能です（「ソングファイルに格納するデータについて」参照）。

デバイス設定をパッチとしてディスクに保存
デバイスの設定は全てソングファイルに保存されますが、デバイスの設定のみを保存する場合はパッチファイルを利用します。パッチ
ファイルとして保存すれば、他のソングファイルでパッチを使用したり、元のサウンドを失うことなく他のパッチを試すことができま
す。以下のようにパッチを保存します：

1. デバイスパネルの「パッチ保存」ボタン（ディスクアイコン）をクリックします：

2. ファイルダイアログが開きます。パッチファイルの名前と保存場所を指定し、"保存 " をクリックします。

･ Windows では異なるタイプのパッチファイルには異なる拡張子が使用されます。
ファイルの拡張子は保存する際に自動的に追加されます。Mac OS X では拡張子は必要ありませんが、保存したファイルを
Windows 環境でも使用できるように付けておくほうが良いでしょう。
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･ パッチを選択し、内容を変更した後に保存する場合、新しいパッチとして（新しい名前で）保存するか、ディスク上の元のファイ
ルを上書きできます。
既存のパッチファイルの上書きを本当に実行するか確認するダイアログが現れます。

! パッチを同じ名前で同じ場所に保存ダイアログを表示せずに保存する場合、[Alt](Win) または [Option](Mac) を押しながらデバイス
パネルの「パッチ保存」ボタンをクリックします。元のパッチは上書きされますのでご注意ください！ 

! ReFill 内には保存できません！ ReFill 内のパッチを変更し保存する場合は、別のパッチファイルとして ReFill 外の場所に保存する
必要があります。またこの際、混乱しないように新たなファイル名で保存した方がよいでしょう。

パッチをデバイス間でコピー /ペースト
デバイスパラメーター設定を１つのデバイスから別の同じ種類のデバイスへ素早くコピーするには " パッチをコピー " と " パッチを
ペースト " 機能が便利です。この操作は１つのデバイスでパッチを保存してから、別の同じ種類のデバイスでそれを開いた場合と同じ
結果を、より早く得られます。

! 設定のコピー / ペーストは、パッチを使用するすべてのインストゥルメントデバイスで利用可能です。

次のように行います：

1. パッチファイルを選択するか、あるいはデバイスのパラメータを設定します。 
デバイスが選択されたままであることをご確認ください。

2. " 編集 " メニューあるいはデバイスのコンテクストメニューから "パッチをコピー "を選択します。 
3. 同じ種類の他のデバイスを選択します（異なるソング上のデバイスでも可）。 
4. " 編集 " メニューあるいはデバイスのコンテクストメニューから "パッチをペースト "を選択します。

コピー元のデバイスの設定が、コピー先デバイスにペーストされます（Redrum と NN-XT では使用サンプル情報、Dr. Octo Rex で
は使用 REX ループ情報も含まれます）。 

! この方法ではデバイスの設定を単にコピー / ペーストしているだけという点にご注意ください。ペースト後に一方のデバイスのパ
ラメーターを変更しても、もう片方のデバイスには影響を及ぼしません。また、設定の変更はディスク上のパッチファイルには影
響しません。

メインミキサーのインサート FX設定をコピーし、Combinator パッチとしてペースト
メインミキサーチャンネルのインサート FX 設定をコピーし、Combinator エフェクトパッチとしてペーストできます（逆も同様）。次
のようにメインミキサーチャンネルのインサート FX 設定を Combinator デバイスへペーストします：

1. ラックで希望するミックスチャンネル /オーディオトラックデバイスを、もしくはメインミキサーで希望するミキサーチャンネル
を選択します。

2. " 編集 " メニューまたはデバイス /ミックスチャンネルのコンテクストメニューから "チャンネル設定をコピー -> インサート FX"
を選択します。
インサート FX およびその設定と接続がコンピューターのクリップボードにコピーされます。

3. ラックで空の Combinator デバイスを選択するか、新しい Combinator デバイスを作成 / 選択します。
4. " 編集 " メニューまたはデバイスのコンテクストメニューから "パッチをペースト "を選択します。

インサート FX およびその設定と接続が Combinator デバイスにペーストされます。

Combinator デバイスのエフェクトパッチをコピーし、メインミキサーのチャンネルストリップへインサート FX としてペーストする
には：

1. 希望するエフェクトを含んだ Combinator デバイスを選択します。
2. " 編集 " メニューまたはデバイスのコンテクストメニューから "パッチをコピー "を選択します。

Combinator 内のエフェクトデバイスおよびその設定と接続がコンピューターのクリップボードにコピーされます。

3. ラックで希望するミックスチャンネル /オーディオトラックデバイスを、もしくはメインミキサーで希望するミキサーチャンネル
を選択します。

4. " 編集 " メニューまたはデバイスのコンテクストメニューから "チャンネル設定をペースト：インサート FX" を選択します。
Combinator 内のデバイスおよびその設定と接続が、選択されたミックスチャンネル / オーディオトラックデバイスのインサート
FX セクションにペーストされます。
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パッチの初期化
シンセサウンド、ドラムキットやサンプラーパッチを作る際、「白紙」状態から設定を開始することができます。これには " 編集 " メ
ニューあるいはデバイスのコンテクストメニューから " パッチを初期化する " を選択します。全てのパラメータが初期値（デフォルト
値）に設定されます。NN-XT、Dr. Octo Rex、Redrum では使用サンプル /REX 情報も全て削除されるため、一から設定を開始できま
す。

ReFill について
ReFill とはサウンド、エフェクトパッチ、サンプル、REX ファイル、SoundFont やデモソングなどを含む、Reason Essentials、
REASON と RECORD 用のコンテンツパッケージのようなものです。ReFill はシンセサイザーの ROM カードに相当するものと考えても
良いでしょう。ReFill は拡張子 ".rfl" が付いた、サイズの大きなファイルです。

Reason Essentials に付属している全てのサウンドは "Factory Sound Bank" という ReFill に含まれてます（この ReFill は Reason 
Essentials プログラムフォルダーにあります）。

Propellerhead の追加 ReFill を購入することができます。さらにインターネットで他の Reason Essentials ユーザーの ReFill をダウン
ロードしたり、サンプルメーカーから ReFill を購入できます。 

! 注：ReFill によっては REASONフルバージョンにのみ含まれているデバイス用のパッチを含んでいるため、Reason Essentials では
使用できないものもあります。ご注意ください。

･ ReFill に含まれるサンプル（WAVE/AIFF ファイル）は、音質のロスなく元のサイズの半分程度に圧縮されます。 

Reason Essentials 上ではハードディスク内のフォルダーのように、ReFill 内部のデータをリスト表示してブラウズすることができます。 

さらに ReFill 内部のデータを使用してソングを作成した場合、Reason Essentials はどの ReFill が必要か示します。
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ブラウザの使い方 

ソングブラウザダイアログ

ブラウザは、ReFill や通常のファイルフォルダーの中からソングを開いたり、パッチ、サンプル、オーディオファイル、MIDI ファイ
ル、REX ファイルを読み込む際に表示される特別なファイルダイアログです。 

ブラウザは通常のファイルダイアログで行える操作以外にも幾つかの便利な機能が追加されています：

･ 名前やタイプによるファイルの検索 -「検索機能の使用」参照。

･ 「クロスブラウズ」によりデバイスタイプを特定せずにパッチをブラウズできます。 
例えばパッチを探すためにブラウザを Subtractor デバイスから開いたとします。ブラウザは Subtractor パッチに限らず、全てのイ
ントゥルメントデバイスのパッチのブラウズも可能です。異なるデバイスタイプのパッチを選択すると、自動的にラックのデバイ
スも一致するように置き換わります -「パッチファイルのクロスブラウズ」参照。

･ 気に入っているファイルへのショートカットを "お気に入り "リストに保管し、それらに瞬時にアクセスできます。
「お気に入りリスト」参照

･ 再生を中断することなくインストゥルメントパッチやオーディオサンプル、ループの試聴が可能です。

･ コンピューター上の色々なディレクトリへのショートカットを保存できます。 
「ロケーションとお気に入りの使用」参照



サウンドとパッチ272

ブラウザを開く 
以下の方法でブラウザを開けます（検索できるファイルタイプはブラウザの開き方によって異なります）：

･ " ファイル "メニューの "開く "を選択。 
ソングブラウザが開き、Reason Essentials ソングファイルを開けます。 

･ パッチを使用するデバイスを選択し、"編集 " メニューの "パッチを選択 "を選択（またはデバイスパネル上の「パッチブラウズ」
ボタンをクリック）。 
パッチブラウザが開き、選択されたデバイスのパッチをブラウズできます。さらに " クロスブラウズ "（「パッチファイルのクロス
ブラウズ」参照）により、他のタイプのデバイスパッチを選択することも可能です。

･ メインミキサーチャンネルまたはミックスチャンネル / オーディオトラックデバイスを選択し、"編集 " メニューの "インサート
FXパッチを選択 "を選択。
パッチブラウザが開き、Combinator エフェクトパッチをブラウズできます。

･ サンプルデバイスを選択し、"編集 "メニューの "サンプルを選択 "を選択（またはデバイスパネル上の「サンプルブラウズ」ボタ
ンをクリック）。 
サンプルブラウザが開き、使用可能なファイル形式のサンプルをブラウズできます。

･ Dr. Octo Rex ループプレーヤーを選択し、"編集 " メニューの "ReCycle/REX ファイルを選択 "を選択（またはデバイスパネル上の
「ループブラウズ」ボタンをクリック）。
REX ファイルブラウザが開き、REX ループをブラウズできます。 

･ " ファイル "メニューの "オーディオファイルのインポート "を選択。
オーディオファイルブラウザが開き、シーケンサーのオーディオトラックにインポートする WAV、AIFF、REX ファイルをブラウズ
できます。「シーケンサーへのオーディオインポート」参照。

･ " ファイル "メニューの "MIDI ファイルのインポート "を選択。 
MIDI ファイルブラウザが開き、シーケンサーのインストゥルメントトラックにインポートする MIDI ファイルをブラウズできます。

「スタンダード MIDI ファイルのインポート」参照。

･ " 作成 " メニューから "インストゥルメントを作成 "または "エフェクトを作成 "を選択。 
全てのタイプのデバイスパッチをブラウズできます。ブラウザでパッチを選択すると（ブラウザダイアログの "OK" をクリックせず
に）それに追従して自動的にデバイスが作成されます。インストゥルメントデバイスの場合はシーケンサートラックも同時に作成
されます -「インストゥルメント / エフェクトを作成」参照。



サウンドとパッチ 273

ブラウザの構成部

パッチブラウザダイアログ

ブラウザはモード（ソング / パッチ / サンプル他）に関係なく、基本的に同じ部分から構成されています（モードによっては無効なた
めグレーアウト表示になっている部分もあります）。ダイアログは次の部分から構成されています：

ファイルとフォルダーリスト

ブラウザのメインリストで、選択されたフォルダーの内容を表示します -「ブラウザナビゲーション」参照。
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" 表示 " ポップアップリスト

パッチブラウザでのみ有効（他のモードではグレーアウト表示されます）。どのタイプのパッチがファイルとフォルダーリストに表示
されるか、つまり選択可能なパッチタイプを指定します -「パッチファイルのクロスブラウズ」参照。

「ルートフォルダー」ポップアップリスト

ファイルとフォルダーリストの上にあるフィールドに、現在選択されているルートフォルダー名が表示されます。 

D このフィールドをクリックするとポップアップメニューが開き、フォルダー階層をナビゲートできます。
検索結果やお気に入りリストの表示の場合はディレクトリの階層表示はされません。

D ルートフォルダーリストの右の（矢印）ボタンをクリックすると１階層上に移動します。

戻る / 次へボタン 

これら矢印ボタンを使ってウェブブラウザのように、ブラウズしてきた場所の間をナビゲートできます。ブラウザダイアログを閉じる
と場所のリストもリセットされます。
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" ロケーションとお気に入り "リスト

色々な場所へのショートカットのリストです。このリストに（ローカルドライブ内の）任意のディレクトリをリスト下部（灰色のデバ
イダーの下）に追加できます。 灰色のデバイダーの上はデフォルトロケーションで変更できません。" ロケーションとお気に入り " リ
ストのアイテムを選択するとそのフォルダー /ReFill が開き、ファイルとフォルダーリストに内容が表示されます -「ブラウザナビゲー
ション」参照。

" ロケーションとお気に入り " リストには自分の「お気に入りリスト」を作成できます。" お気に入りリスト " には好きなパッチやサン
プル、ソングファイルへのショートカットを入れられます -「お気に入りリスト」参照。

" 検索対象 "ポップアップとテキストフィールド 

これらによって検索するディレクトリとテキストの綴りを指定することができます。検索機能については「検索機能の使用」をご参照
ください。

" 情報 " と " 詳細 "

左角の情報セクションはソング /ReFill のスプラッシュ画像を表示し、詳細セクションでは「ファイルとフォルダー」リストで選択さ
れているアイテムの詳細情報を表示します。表示される情報の内容はファイルタイプによります。例えばサンプルや REX ファイルの
場合、そのファイルの長さやファイル形式、ソングファイルの場合は作曲者のコメントなど（「ソング情報の追加」参照）が表示され
ます。選択されたファイルが ReFill の一部である場合はファイルタイプに関係なくそれが示されます。
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" オーディション "セクション

オーディオファイル、サンプル、REX ファイルを試聴するためのコントロール各種があります -「サンプルの選択と試聴」参照。"
オーディション " セクションは他のファイルタイプではグレーアウト表示されます。

" 前 / 次のファイルを選択 "矢印ボタン
これらのボタンで、リスト上の選択ファイルを上下に移動できます。パッチまたはサンプルブラウザでは、選択されたファイル（パッ
チ、サンプル）はバックグラウンドで自動的に読み込まれます。

" ロード中 "表示
アイコンが点灯し、サンプルやパッチがロードしていることを表示します。ロードが終了し、インジケーターが消えるまではサウンド
を演奏 / 試聴できません。

ブラウザナビゲーション

ID8 デバイスから開いたパッチブラウザ。ID8 パッチまたは他のインストゥルメントデバイスのパッチをブラウズできます
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ブラウザはコンピューターのファインダーと同じようにルートフォルダーの内容を階層リストとして表示します。

ルートフォルダー内のフォルダーとサブフォルダーは全て表示されますが、ファイルは指定されたタイプのみ（ソング / サンプル / 
パッチ等）表示されます。例えば、NN-XT デバイスのためのサンプルをブラウズしている場合はオーディオサンプルと REX ファイル
のみブラウザに表示されます。 

D 閉じた状態のフォルダーの左にある「+」（Win)/ 矢印（Mac) をクリックするとフォルダーが開きます。フォルダー内に関連ファイ
ルがある場合これらも表示されます。 

D リスト内のフォルダーをダブルクリックするとブラウザのルートフォルダーとして開きます。 

･ " 名前 "、" 更新日時 "、" サイズ " コラムにはフォルダー /ファイル名、更新日時（ファイルのみ）、ファイルサイズ（ファイルの
み）がそれぞれ表示されます。 
コラムのヘッダーをクリックすると、その項目順にファイルを配列します（名前順、更新日時順、サイズ順）。 

D「戻る / 次へ」ボタンを使いブラウズした場所の間をナビゲートします。
ブラウザダイアログを閉じると場所のリストはリセットされます。 

D " 前のファイルを選択 /次のファイルを選択 "矢印ボタンを使ってリストに表示されたアイテムを上下に選択できます。
フォルダーはスキップされます。 

･ ブラウザが特定のディレクトリにいる時に限り、"検索場所 " ポップアップリストを使ってフォルダー階層を上に移動できます（下
記「階層的 /フラットリストについて」参照）。

階層的 / フラットリストについて 
場合によってブラウザは、フォルダー階層のない「フラット」リストを表示することがあります。この場合" フォルダー " コラムが表
示され、リストされた各ファイルが存するフォルダー名が示されます。さらに「ルートフォルダー」ポップアップには選択されたファ
イルの親フォルダーへのショートカット " このファイルがあるフォルダーへ移動 " が表示されます。

ブラウザのフラットリスト表示

以下の場合にフラットリストが表示されます：

･ ブラウザが検索結果を表示しているとき -「検索機能の使用」参照。

･ ブラウザにお気に入りフォルダーのリストを表示しているとき -「お気に入りリスト」参照。

･ ブラウザがソング内のデバイスに保存されたブラウズリストを表示しているとき -「ブラウズリストについて」参照。

親 "フォルダー "コラム



サウンドとパッチ278

ロケーションとお気に入りの使用 
ファイルを素早く見つけやすくするため、サンプル、パッチ、その他のファイルが入ったフォルダーへのショートカットを追加できま
す。ロケーションリストにはデフォルトで固定ロケーションがデバイダーの上に登録されています。リストのデバイダーの下には他の
場所を簡単に追加できます。

･ リストのロケーション / お気に入りリストを選択すると、ルートフォルダーとしてブラウザに開きます。

D 新しいロケーション / お気に入りを追加するには、メインブラウザリストからファイル、フォルダー、または ReFill を、" ロケーショ
ンとお気に入り "リストの灰色のデバイダーより下へドラッグ＆ドロップします。また、メインブラウザリストからファイル、
フォルダー、または ReFill を選択し、「お気に入りとして登録」ボタンをクリックします。
新しく追加されたロケーション / お気に入りは固定（デフォルト）ロケーションの下に追加されます。新しいロケーションが追加
される位置は青い線で示されます。追加されたロケーションはドラッグ & ドロップで再配列が可能です。

D ロケーション / お気に入りを削除するには、リストでアイテムを選択し、[Backspace] または [Delete] を押します - もしくは「お気に
入りから取り除く」ボタンをクリックします。
さらにコンテクストメニューの " 削除 " を選択して削除できます。

! デフォルトロケーション（灰色のデバイダーより上）は削除できません。

! 保存したロケーションが削除、または使用できない場合、ロケーション名の前に三角形の警告マークが表示されます。

お気に入りリスト
「お気に入り」リストは任意のファイルを保存されている場所に関係なく、グループ化し整理することを可能にします。Reason 
Essentials がロードできる全てのファイル形式（ソング、パッチ、サンプル、他）をお気に入りリストに追加できます。ファイルの
ショートカットのみが追加されるため、元のファイルは移動されません。

この機能はパッチ管理に特に威力を発揮します。ある状況で使用するパッチをお気に入りリストに登録することで、デバイスから選択
できるパッチとその順番を指定できます。そして MIDI コントローラーのパッチ選択ボタンを押して、これらのパッチを順番通りに呼
び出すことができます。「お気に入りの使用 - 使用例」をご参照ください。

「お気に入りとして登録」ボタン

「お気に入りから取り除く」ボタン
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D お気に入りリストを新規作成するには「新しいお気に入りリストを作成」ボタンをクリックします。 

「新しいお気に入りリストを作成」ボタン

" 新規のリスト " という名の空「フォルダー」が作成されます。お気に入りリストは星形アイコンで示されます。ブラウザリストは
変りません。

D フォルダー名を変更するにはフォルダーをダブルクリックし、名前を入力します。
またはコンテクストメニューから " 名前の変更 " を選択します。

D ファイルを「お気に入りリスト」フォルダーに追加するには、ブラウザから任意のファイルをお気に入りリストにドラッグします。
標準選択法 -[Shift] もしくは [Ctrl]（Win）、または [Command]（Mac）を押しながら複数のファイルを同時にお気に入りリストにド
ラッグして追加することができます。

D お気に入りリストの内容をブラウザリストに表示するには、「お気に入りリスト」フォルダーを選択します。
ブラウザモードに従い、表示 / 選択できるアイテムは制限されます。例えばサンプルを含んだお気に入りリストフォルダーの場合、
サンプルブラウザでのみこれらのサンプルを表示 / 選択できます。

･ ブラウザで「お気に入りリスト」フォルダーが選択されている場合、検索結果の表示と同じように "フォルダー "コラムが表示さ
れ、各ファイルの親フォルダーが示されます。

･ お気に入りリストのファイルの順番は、コラムヘッダーをクリックして変えることはできません。順番はアイテムを直接ドラッグ
＆ドロップして変えられます。

D お気に入りリストからファイルを取り除くには、フォルダーを選択してからブラウザリストからファイルを選択し、[Delete] を押す
か、コンテクストメニューから "削除 " を選択します。
この際ショートカットのみが取り除かれます - 元のファイル変更されません。

D お気に入りリストを削除するには、選択してから [Backspace] または [Delete] を押すか、コンテクストメニューから "削除 "を選択し
ます。
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お気に入りの使用 -使用例
パッチファイルに関するお気に入りの使用例を紹介します：

この例ではキーボード奏者としてライブの準備をしていると仮定します。演奏する曲ごとにどのパッチ（複数のデバイスを含む）を使
用するかは既に決めています。

ライブでは Reason Essentials を使用するわけですが、ライブ中にはコンピューターに極力触れず、使用するパッチを MIDI キーボード
から直接選択したいと思っています。

お気に入りを以下のように使えば可能です：

1. Reason Essentials ソングを新規作成します。
2. インストゥルメントデバイス（例：Combinator）を作成します。

この時点でどのデバイスにするかは重要ではありません。

3. このインストゥルメントデバイスからパッチブラウザを開きます。
4.「新しいお気に入りリストを作成」ボタンをクリックします。

リストに新しいフォルダーが作成されます。これをダブルクリックし任意の名前に変えます。

5. " 表示 " ポップアップで "すべてのインストゥルメント "を選択します。
必要なパッチをブラウザで探します。

6. ライブで使用するパッチを見つけたら、ブラウザからお気に入りリストフォルダーへドラッグします。 
このパッチが最初に作成したデバイスと異なる形式である場合、デバイスは一致するように置き換わります（「パッチファイルのク
ロスブラウズ」参照）。 

7. 同じように残りのパッチをお気に入りリストに追加していきます。
8. 全て追加し終わったらお気に入りリストフォルダーを選択します。

フォルダーがブラウザに開き、追加したパッチが表示されます。

9. ドラッグ / ドロップでセットリストの順番通りにパッチを並び替えます。
10.1 つ目のパッチを選択し、"OK" をクリックします。

そのパッチがロードされ、ブラウザが閉じます。

D プログラム可能なボタンが付いているMIDI キーボード、またはコントローラーをお使いであれば、ボタンをデバイスの「次のパッ
チに切替」にアサインできます。
多くの MIDI キーボード / コントロールサーフェスにはパッチ選択機能にアサインされたボタンがあります - ご使用のコントロー
ラーの情報については「Control Surface Details」ドキュメントをご参照ください。また、自身でパッチ選択機能にボタンをアサイ
ンすることも可能です（「Remote - デバイスの演奏と制御」の章をご参照ください）。

11.ソングを保存します。
12.ライブ会場についたらまずこのソングを開きます。最初のパッチがロードされます。
13.一曲目が終わったらデバイスパネルで、またはMIDI キーボードから「次のパッチに切替」ボタンを押すと、お気に入りリストの次
のパッチがロードされます！
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パッチの選択と試聴
パッチブラウザでパッチを選択すると自動的にロードされます（ブラウザダイアログを開いた状態で）。よってブラウザの "OK" をク
リックする前からパッチの試聴が可能になります。

D 新しいパッチを試聴するにはパッチを選択し、キーボードを演奏します。

D エフェクトパッチの場合、エフェクトデバイスからパッチブラウザを開く前にループ再生を始めると良いでしょう。
ブラウザが開いたらエフェクトパッチのフォルダーへ行き、各パッチがどのようにサウンドを変えるか試聴できます。

q ブラウザを開いたデバイスタイプとは違うタイプのインストゥルメント/エフェクトデバイスのパッチを試聴することも可能です！
「パッチファイルのクロスブラウズ」をご参照ください。

サンプルの選択と試聴
オーディオファイル、サンプル、REX ループの試聴に関しては " オーディション " コントロールを使用します。 

以下のように行います：

D ファイルリストから任意のファイルを選択し、右側にある "再生 " ボタンをクリックします。
ファイルが再生されます。再生中、" 再生 " ボタンは " 停止 " に変ります。再生を停止するにはこれをクリックします。

D " 自動再生 "チェックボックスを有効にしておくとファイルを選択するだけで試聴できます。
選択されたファイルは自動的に再生されます。再生を停止するには " 停止 " ボタンをクリックします。

大きいパッチのブラウズについて
前記の通りブラウズ中にパッチ（またはサンプル）を選択するとそれが自動的にロードされます。大抵の場合、瞬間的にロードされま
すが、ファイル（特に大型 Combinator パッチ。複数のデバイスやサンプルを含んでいることがあるため）によっては少し時間がかか
ることもあります。

q 間違えて大きなパッチを選択してしまった場合、単に他のパッチを選択すればロードは停止します。

複数ファイルの同時選択
標準選択法の [Ctrl](Win)/[Command](Mac) 操作によって複数のファイルを同時選択することができます。しかし必ずしも選択された
ファイル全てをロードできるというわけではありません。ブラウザで複数ファイルの同時選択が有効な状況は基本的に３通りありま
す：

･ NN-XT サンプラーデバイスは一度に複数のサンプルを読み込むことができます。
詳しくは「NN-XT サンプラー」の章をご参照ください。

･ Dr. Octo Rex デバイスは一度に複数（最大 8個）の REX ファイルを読み込むことができます。
詳しくは「Dr. Octo Rex ループプレーヤー」の章をご参照ください。

･ お気に入りリストへ一度に複数のアイテムを追加することができます -「お気に入りリスト」参照。

! 複数ファイルが一度にロードできない場合（例えば、パッチやソング）、ブラウザの "OK" ボタンはグレーアウト表示されます。
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パッチファイルのクロスブラウズ
パッチのクロスブラウズは非常に便利なパッチブラウザ機能です。インストゥルメント / エフェクトパッチをブラウザを開いたデバイ
スタイプに限定されずブラウズできます。

インストゥルメント / エフェクトパッチについて
パッチはブラウザのなかでインストゥルメントパッチとエフェクトパッチの２項目に分けられます（ブラウザは各項目を自動的に認識
します）。これはインストゥルメントパッチとエフェクトパッチが根本的に異なるものだからです - インストゥルメントは演奏され、
エフェクトは音を処理する - そのため両方を同時に探すということはまずあり得ないと考えられます。

既存のインストゥルメントデバイスからパッチをブラウズする場合、" 表示 " メニューのオプションは：

･ "XXXPatches"（XXX はブラウザを開いたデバイスタイプ。例えば、NN-XT）。

･ " すべてのインストゥルメント "は全てのタイプのインストゥルメントパッチを表示します。

既存のエフェクトデバイスからパッチをブラウズする場合、" 表示 " メニューのオプションは：

･ "XXXPatches"（XXX はブラウザを開いたデバイスタイプ - 例えば、RV7000）。

･ " すべてのエフェクト "は Combi パッチを含む全てのタイプのエフェクトパッチを表示します。

! オーディオトラック、ミックスチャンネル、マスターセクションのためのインサート FXパッチをブラウズする際、クロスブラウズ
はできません（Combinator エフェクトパッチのみをロードできます）。

! パッチに対応していないデバイスへはクロスブラウズできません。これには ID8 も含まれます（内蔵プリセットのみ使用可能なた
め）。

クロスブラウズの例：
1. Subtractor デバイスを使っているものの、サウンドが思い浮かべているものと違うため、他のパッチを試すためにブラウザを開き
ました。

2. しばらく Subtractor パッチをブラウズしたものの適当なものが見つかりません。そこで "表示 " ポップアップから "すべてのイン
ストゥルメント "を選択します。
これによりパッチを使用する全てのタイプのインストゥルメントパッチから選択できます。NN-XT パッチのフォルダーを試してみ
ることにしました。" 前のファイル / 次のファイルを選択 " ボタンを使ってフォルダー内のパッチを上下に選択できます。

3. ブラウザで NN-XT パッチを選択した瞬間、Subtractor に換わって NN-XT が作成されます（ブラウザは開いたまま）。
Subtractor に接続されていたシーケンサートラックはこの NN-XT にルーティングされ、選択されたパッチがロードされます。

･ シーケンサートラックの名前は自動的に変更されません。
これは必ずしも問題ではありません。トラックが "Bass" という名前だったとして他のベースサウンドを探している場合などは当然
問題はありません。しかしトラック名が "Subtractor 1" だったとして違うデバイスに変えた場合、混乱しないようトラック名も変更
したほうが良いでしょう。

D デバイスが置き換わってもそのままキーボードを使ってパッチのブラウズ、試聴を続けられます。
違うデバイスタイプのパッチを選択するたびに一致するようデバイスが置き換わります。

4. インストゥルメントデバイスのタイプに関わらず使いたいパッチを見つけたら "OK" をクリックしてダイアログを閉じます。
" キャンセル " をクリックするとブラウザを開く前の状態に戻ります。

･ エフェクトパッチのクロスブラウズも同じように行います - 異なるデバイスタイプのエフェクトパッチを選択するたび、パッチと
一致するエフェクトデバイスに置き換わります。
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クロスブラウズの特例
既存のデバイスから異なるデバイスのパッチをクロスブラウズすることにより、配線が切れてしまう場合がいくつかあります：

･ あるデバイスが異なるデバイスに置き換えられた場合、オーディオ接続が切断される場合があります。
例えば、最大 16 系統のオーディオ出力がある NN-XT を 1 系統しか出力のない Subtractor に置き換えた場合など。

･ あるデバイスが異なるデバイスに置き換えられた場合、CV 接続が切断される場合があります。
異なるデバイスに置き換えた場合、保持されるのは "Sequencer Control CV/Gate" 入力のみです。

! もしこのような状況で元の配線を復元したい場合は "やり直し（元に戻す）"機能を使用してください。元のデバイスパッチをロー
ドしても切断された配線は復元されません。

インストゥルメント /エフェクトを作成 
この機能により、全てのタイプのインストゥルメント、またはエフェクトパッチをブラウズできます。これは既存のデバイスからブラ
ウズしない以外は基本的にクロスブラウズと同じです。" インストゥルメント / エフェクトを作成 " 機能は、あらかじめデバイスを選
択する必要なく、特定のサウンドやエフェクトを見つける際に便利です。例えば「パッド」サウンドや「ディレイエフェクト」を探し
ているとします。適したパッチを見つけたら "OK" をクリックするだけで必要なデバイスが自動的に作成されます。

1. " 作成 " メニューから "インストゥルメントを作成 "または "エフェクトを作成 "を選択します。
パッチブラウザが開き、インストゥルメントまたはエフェクトパッチのみを表示します。

2. パッチを選択すると、それに一致したデバイスが自動的に作成されます。
インストゥルメントデバイスパッチの場合はシーケンサートラックも自動的に作成されます。ラックに「空き」ミックスチャンネ
ルデバイスがない場合は新しく作成されます - メインミキサーにはそのチャンネルストリップが作成されます。インストゥルメン
トデバイスは自動的にミックスチャンネルデバイスに接続されます。マスターキーボード入力が新しいトラックにアサインされ、
マスターキーボードを演奏してパッチの試聴できます。

3. 使用するパッチを見つけたら "OK" をクリックします。新規デバイスの作成が確認され、ブラウザが閉じます。

パッチフォーマットとサンプラーデバイスについて
サンプラーデバイスの NN-XT は REASON NN-19（.smp）と REX（.rx2/.rcy/.rex） 形式のパッチを使用することができます。そのためク
ロスブラウズの際の規則が必要になります。

･ 基本的にパッチは可能な限り既存のデバイス（ブラウズを実行したデバイス）にロードされます。
例えば、NN-19 からブラウズを実行した場合、NN-19（.smp）と REX（.rx2/.rcy/.rex）形式のパッチはそのまま NN-XT にロードさ
れます。

･ 他のデバイスからブラウズしている場合、これらの形式のパッチはNN-XT にロードされます。

･ " インストゥルメントを作成 "機能を使ってブラウズしている場合、REX パッチは Dr. Octo Rex を作成します。
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検索機能の使用

検索機能によりファイル名、またはタイプによるファイルの検索ができます。通常のブラウズと同様、ブラウザのモード（パッチ、ソ
ング、他）により検索可能なファイルタイプが限定されます。

" 検索対象 "ポップアップメニュー
検索する場所を指定します。次のオプションから選択できます：

･ " ローカルディスク全体 "全てのローカルディスクを検索します。

･ " 登録されたロケーション "リストにある全てのフォルダーと ReFills を検索します（デスクトップを除く）。

･ " 現在のフォルダー "現在ルートフォルダーとして選択されているフォルダー内とその中のサブフォルダーに検索を限定します。

" 検索ワード "テキストフィールド
検索したい言葉の綴りを入力します。

･ １つまたは複数の単語、または単語の一部を入力できます。
複数の単語を入力した場合、全ての単語と一致したファイルのみ表示されます。

! 大文字小文字の区別はされません。

q ファイルを検索する際に必ずしもこのフィールドに入力する必要はありません。ブラウザのモードにより（パッチ、サンプル、他）
ファイル形式と場所の指定のみでの検索も可能です。

検索の実行
D " 検索 " ボタンをクリックすると指定した項目の検索が実行されます。

検索結果はブラウザにフラットリストとして表示され、「ルートフォルダー」ポップアップには " 検索結果 " と表示されます。

･ さらに新しく "フォルダー "コラムが追加され、各ファイルの親フォルダーの名前が表示されます。
表示されたファイルを１つ選択した状態でルートフォルダーポップアップを開くと " このファイルがあるフォルダーへ移動 " という
オプションが表示されます - これを選択するとファイルの親フォルダーが開きます。

･ ファイル名の他、フォルダー名も同時に検索されます（有効な形式のパッチを含んでいる場合）。
例えば、"Guitar" という言葉を検索した場合、"Guitar" を含んだ名前を持つパッチ / サンプルはもちろん、"Guitar" を含んだ名前を
持つフォルダー内のパッチ / サンプルも全て結果として表示されます。
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･ パッチを検索した時、"表示 "ポップアップの "すべてのインストゥルメント "を選択することで検索項目と一致した全てのタイプ
のパッチを表示することができます。
これにより特定のパッチ形式だけではなく、検索した綴りと一致する全てのパッチが表示されます。この場合、繰り返し検索を実
行する必要はありません。

･ " 作成 " メニューの "インストゥルメントを作成 "か " エフェクトを作成 "アイテムでブラウザを開き、パッチ検索を行った場合、"
表示 "ポップアップリストはグレーアウト表示されます。
この場合、検索結果には必ずすべてのタイプのインストゥルメント / エフェクトパッチが含まれます。

ファイルを開く
任意のフォルダー（ハードディスク内、または ReFill 内）を開き、任意のファイルを見つけたら、リストからダブルクリック、または
選択してから "OK" ボタンをクリックすることでそれを開くことができます。

前記の通り、パッチやサンプルは選択された時点でロードされますので "OK" をクリックすることはファイルを「開く」ことではなく、
ただ単に選択を確認し、ブラウザを閉じることになります。

ブラウズリストについて
ファイルを開くためブラウザの "OK" ボタンをクリックすると、その時点でファイルとフォルダーリストに表示されていた全てのパッ
チはデバイスに記憶されます。これを「ブラウズリスト」と言います。

パッチ（とサンプルの一部）に対してこのリストは特定の役目を果たします：

･ デバイスのフロントパネルにある "次 / 前のパッチに切替 "ボタン（またはMIDI コントローラーのパッチセレクター） でパッチを
変更するとき、ブラウズリストが適応されます。

･ パッチ名フィールドをクリックしたときに表示されるパッチリストもブラウズリストです。

･ サンプルの場合、デバイスのフロントパネルにある "次 / 前のサンプルに切替 "ボタンを使ってサンプルを変更するとき、ブラウズ
リストが適応されます。

ブラウズリストに含まれるもの

･ ブラウザの "OK" をクリックしてパッチ / サンプルの選択を確認すると、その時点で開いているフォルダー内のファイル全てがブラ
ウズリストに含まれます。
同じデバイスからブラウザを開くと、前回ブラウズした時点のファイルとフォルダー構成が再び表示されます。

･ ソングを保存してから再度開くとブラウズリストのアイテムはフラットリストとして表示され、「ルートフォルダー」ポップアップ
には "ブラウズリスト "と表示されます。
この場合、ブラウザは各ファイルの親フォルダー名を示す " フォルダー " コラムを表示します。「ルートフォルダー」ポップアップ
リストには " このファイルがあるフォルダーへ移動 " アイテムが表示されます。

･ ブラウズリストは検索結果、またはお気に入りリストであることもあります。
お気に入りリストはブラウズリストに表示されたパッチやサンプルを制御する手段としても使用できます -「お気に入りの使用 - 使
用例」参照。

! クロスブラウズ（「パッチファイルのクロスブラウズ」参照）または検索機能（ 「検索機能の使用」参照）でパッチを開くと、ブラ
ウズリストに異なる形式のパッチが混ざって含まれている可能性があります。この場合、デバイスパネルからパッチを変更すると
パッチ形式に追従してデバイスも置き換わります。
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見つからないサウンドがある場合 
サンプラーパッチ、ドラムマシンパッチ、Dr. Octo Rex パッチと SoundFonts にはサンプル - ハードディスク上のファイル - への参照
情報が含まれています。これはサンプル（サンプラー、ドラムマシンデバイスで）や REX ファイルが使われているソングファイルで
も同じです。使用されているファイルが移動 / 名前変更 / 削除された場合、ソングやパッチを開くと「見つからないサウンド」警告が
表示されます。また移動 / 削除されたか、インストールされていない ReFill に含まれているパッチでも同じ警告が開きます：

" 見つからないサウンドがあります " 警告

警告のメインディスプレイには見つからないファイルがすべて表示されます。４つのコラムは次の情報を表示します：

メインディスプレイの下には４つのボタンがあります：

D 見つからないサウンドがないままでソング / パッチを開くには "探さず続行 "をクリックします。
ソング / パッチはサウンドがない状態で開きます。このためサンプラーパッチ、ドラムマシンパッチ、あるいはループプレーヤー
は正しく再生しません。

該当するデバイスのパネルでは、見つからないサンプル名の前にアスタリスク（＊）が表示されます：

D " サウンドを見つける "ボタンをクリックすると "見つからないサウンドがあります "ダイアログが開きます。
「" 見つからないサウンドがあります " ダイアログ」をご参照ください。

D 操作をキャンセルするには "キャンセル "ボタンをクリックします。
ソング / パッチは開きません。

D「ヘルプ」（"？ " サイン）ボタンをクリックして "見つからないサウンド "についてのヘルプが表示されます。

|コラム |説明
デバイス ファイルが使用されているデバイスと、そのデバイスアイコンが表示されます。

サウンド 見つからないサウンドの名前とファイルタイプアイコンが表示されます。

ReFill/SoundFont 名 ファイルが ReFill または ReFill 内の Soudnfont の一部である場合、その ReFill/
SoundFont の名前が表示されます。ReFill に URL（インターネットアドレス）情報が含
まれている場合はダイアログから直接 ReFill をダウンロードすることが可能で（下記参
照）。

ステータス ダイアログが開いた時点では全て ” 不明 ” と表示されます。自動検索で見つかったファ
イル、または手動で置き換えられたファイルは “OK” と表示されます。

見つからないサンプル
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見つからない ReFill について
ソングが ReFill 内のパッチを使用しており、その ReFill が最後にソングを保存してから移動 / 名前変更 / 削除された場合、ソングを開
く際に次の警告が表示されます：

「見つからない ReFill」警告

! この警告は ReFill のパッチのみが見つからない場合に表示されます。

D 見つからない ReFill の入ったディスク（CDや DVDなど）をお持ちの場合はコンピューターに挿入し、現れるブラウザにて ReFill を見
つけます。

D 見つからない ReFill がハードディスク上にある場合は "ブラウズ " をクリックし、現れるブラウザにて ReFill を見つけます。

D " キャンセル " をクリックすると、見つからない ReFill パッチが不在のままソングがロードされます。

" 見つからないサウンドがあります "ダイアログ 
" 見つからないサウンドがあります " 警告（「見つからないサウンドがある場合」参照）で " サウンドを見つける " をクリックした場
合、" 見つからないサウンドがあります " ダイアログが表示されます：

" 見つからないサウンドがあります " ダイアログ

" 見つからないサウンドがあります " ダイアログには " 見つからないサウンドがあります " 警告と同じコラムが表示されます。
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ファイルの選択
" ロケーションを検索 "、" フォルダーを検索 "、” 手動でブラウズ ” と "ReFill をダウンロード " 機能（下記参照）はリストから選択され
たファイルに対して作用します。これによりファイルごとに置き換えるか（ロケーションの外にある、または名前が変更された場合に
必要）、自動検索するか、探さずに飛ばすかを選択できます。

D リストから選択するにはファイルをクリックします。
[Shift] または [Ctrl] キー（Win）あるいは [Command]（Mac）を押しながら、複数のファイルを同時に選択できます。

D 全てのファイルを選択するには、"すべてを選択 "ボタンをクリックします。
最初にダイアログが開いた時点では全てのファイルが選択されています。

ロケーションを検索
" ロケーションを検索 " ボタンをクリックすると選択されたファイルを、ブラウザで設定されたロケーション（デスクトップ以外）で
検索します。同一の名前とファイルタイプのファイルが検索された場合、ソング / パッチに記憶され " ステータス " コラムに "OK" と表
示されます。

! 検索時にはファイル名のみの参照になるため、名前が変更されたファイルは検索されません。

さらにロケーション内に同一名のファイルが複数ある場合、間違ったファイルが検索されてしまう可能性もあります。

フォルダーを検索
この機能は多数のサンプルを探す必要があり、かつそれらがどこにあるか知っている時に便利です。例えば、サンプルの保管フォル
ダーを整理したためファイルの保存先が変更してしまった場合などに有効です。

D " フォルダーを検索 "をクリックするとブラウザが開きます。ブラウザでサンプルが保存されているディレクトリを選択します。
サンプルが保存されているフォルダーまたはファイル自体を選択します。"OK" をクリックすると Reason Essentials は選択された
フォルダー（とサブフォルダー）のみを検索します。 

もし同一の名前とファイルタイプのファイルが検索された場合、ソング / パッチに記憶され ” ステータス ” コラムに ”OK" と表示され
ます。

手動でブラウズ
この機能を選択するとブラウザダイアログが開き、手動でファイルを探すことができます。これにより名前が変更されたファイルを使
用することができます。ブラウザダイアログは選択されたファイルごとに一回ずつ開きます。探しているファイルの名前はブラウザ
ウィンドウのタイトルに表示されます。

D ” 手動でブラウズ ”をクリックするとブラウザが開き、ブラウザのタイトルバーに表示されたサンプルを選択するように促します。
サンプルを選択し、”OK" をクリックします。

D 見つからないサウンドダイアログで複数のサンプルを選択した場合、ブラウザは閉じず、次のサンプル（ブラウザのタイトルバー
に表示）を選択するように促します。

ReFill をダウンロード
見つからないサウンドファイルが ReFill の一部であり（"ReFill/SoundFont 名 " コラムに示されます）、その ReFill に URL（インター
ネットアドレス）が存在する場合、このダイアログから直接 ReFill をダウンロードすることができます（要インターネット接続）：

1. ReFill の一部であるサウンドを選択します。
! 同じ ReFill の一部である場合に限り複数のファイルを選択できます。

2. "ReFill をダウンロード ..." ボタンをクリックします。
インターネットブラウザが起動し、ReFill の URL にアクセスします。

3. ダイアログが開き、ReFill のダウンロードを促します。
4. "OK" をクリックします。

Reason Essentials は自動的にダウンロードした ReFill を検索してファイルを見つけます。
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実行
途中いつでも " 実行 " ボタンをクリックしてソング、またはパッチを開くことができます。ただし次の点にご注意ください：

･ 見つかったファイル（"置き換え " と表示されたファイル）に関しては新しいディレクトリがソング /パッチに記憶されます。
しかしソング / パッチを再保存するまでこれらは一時的に変更されているだけなのでご注意ください。

･ " 置き換え "をクリックした時点でまだ見つかっていないファイルはソング / パッチ内でも不在のままになります。
ファイル不在のままソング / パッチを開き、デバイスパネルからそれらを削除、または置き換えたい場合もあるでしょう。

デバイスパネルでは、見つからないサンプル名の前にアスタリスク（＊）が表示されます：

D " キャンセル " をクリックすると作業は中止されます。ソング、またはパッチは開きません。

Reason Essentials のファイルフォーマット
Reason Essentials のブラウザに表示、開くことができるファイルフォーマットの一覧です：

|ファイルタイプ |拡張子 |説明
Reason Essentials ソング .ree Reason Essentials の中心となるファイルフォーマットです。ソングデータ、ラックの構成や設定、

使用しているサウンドファイルやループの位置情報などを含みます。セルフコンテンツソングファ
イルとして保存した場合、サウンドファイルやループを取り込むこともできます。また、「セルフコ
ンテンツ」ソングの場合はサンプルやループ自体も格納します（「ソングファイルに格納するデータ
について」参照）。

Reason Essentials デモソング .reedemo Reason Essentials デモソングは Reason Essentials プログラムの機能やサウンドを紹介するために
ファクトリーで作成されたソングです。Reason Essentials デモソングは Reason Essentials をデモ
モード（オーソライズなし）で起動した場合、唯一開けるソングファイルです。「Reason Essentials
デモソングを開く」をご参照ください。

 Reason Limitedソング .rltd Reason Limitedで作成されたソングファイルです。すべてのオーディオ/インストゥルメント/オート
メーショントラックのレコーディング、ラックのデバイス設定、インストゥルメントサンプルや
ループの情報を含みます。また、「セルフコンテンツ」ソングの場合はサンプルやループ自体も格納
します（「ソングファイルに格納するデータについて」参照）。

Combinator パッチ .cmb Combinator はあらゆる Reason Essentials デバイスのコンビネーションを保存、呼び出します。
Combinator パッチ（Combi）には Combi に含まれた全てのデバイスの設定（使用されている場合
はサンプル位置情報を含む）が保存されます。さらに Combi 内のデバイス間の配線（オーディオ / 
CV）もパッチに保存されます。

Subtractor パッチ .zyp Subtractor シンセデバイスのパッチファイルで、全てのパラメーター設定が含まれます。作成した
シンセサウンドを Subtractor パッチとして保存します。

NN-XT サンプラーパッチ .sxt NN-XT サンプラーデバイスのパッチファイルで、全てのパラメーター設定や使用しているサウンド
ファイルの情報が含まれます。

Redrum パッチ .drp Redrum ドラムマシンデバイスのパッチファイルで、全てのパラメーター設定や、使用しているサ
ウンドファイルの情報が含まれます。Redrum パッチは保存されたドラムキットだと言えます。

Dr. Octo Rex パッチ .drex Dr. Octo Rex ループプレーヤーデバイスのパッチファイルで、使用している REX ループの情報と、
すべてのループとパネルパラメーター設定が含まれます。

REX ファイル .rx2, .rcy または 
.rex

REX ファイルは Propellerhead 社の他のソフトウェア（ReCycle!）で作成することができます。REX
ファイルにはスライスに刻まれたオーディオループが含まれています。REX ファイルを Dr. Octo 
Rex ループプレーヤーデバイスで開くと、サウンドファイルのピッチを変えずにテンポを変更する
ことができ、スライス毎にパラメーターを設定することもできます。
REX ファイルは、NN-XT サンプラーや Redrum ドラムマシンでも読み込むことができます。

RV7000 パッチ .rv7 RV 7000 リバーブエフェクト用のパッチです。すべてのパネル設定に関する情報が含まれます。

Scream 4 パッチ .sm4 Scream 4 ディストーションエフェクト用のパッチです。すべてのパネル設定に関する情報が含まれ
ます。

Line 6 Amp Tone l6t Reason Essentials の Line 6 アンプデバイス用のパッチです。すべてのパネル設定と使用されている
アンプとキャビネットモデルに関する情報を含みます。

オーディオファイルと　　　サ
ンプル

.wav または .aif NN-XT サンプラーや Redrum ドラムマシンは WAVE あるいは AIFF フォーマットのサンプルを読み
込むことができます。1 つのサンプラーデバイス内で異なるビットレゾリューションのサウンド
ファイルを同時に使用することもできます - 例えば１つのドラムは 8 ビット、次は 16 ビットなど。
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SoundFont バンク .sf2 サウンドフォントフォーマットは E-mu Systems と CreativeTechnologies が共同開発したフォー
マットで、多くのサウンドデバイスやソフトウェアシンセサイザーで利用されています。サウンド
フォントのバンクは wavetable フォーマットのシンセサイザーサウンドを保存し、専用のサウンド
フォント編集プログラムを用いてユーザーがマルチサンプルサウンドを作ったり編集することが可
能です。サウンドフォントデータは大抵のサウンドデバイスやサンプラー内蔵のサウンドカードな
ど、wavetable 対応シンセサイザーで再生が可能です。NN-XT サンプラー、Redrum はサウンド
フォントをブラウズしたりロードすることが可能です。作成時に使用した編集プログラムの種類を
問わず、バンクは instrument/preset/ sample などフォルダーごとに、同じように階層構造で構成さ
れます。NN-XT、Redrum には SoundFont の bank から取り出したサンプルやプリセットを含める
ことができますが、完全な SoundFont すべてを含むことができるわけではありません。

|ファイルタイプ |拡張子 |説明



第 12章
オーディオと CVの
ルーティング
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本章について
本章は Reason Essentials で使用される様々な信号と、そのルーティングについて説明します。

信号タイプ
Reason Essentials では次の信号タイプが使用されます：

オーディオ信号
Spider CV と Matrix Pattern Sequencer 以外の全デバイスにはオーディオコネクターが備わっています。オーディオコネクターはデバ
イスへ、またはデバイスから、バーチャル「ケーブル」を使ってオーディオ信号を運びます。

D オーディオコネクターは大きい 1/4 インチ端子として表示されます。

D オーディオを処理するオーディオエフェクトデバイスにはオーディオ入力と出力両方が備わっています。

D 音を生成するインストゥルメントデバイスにはモノ、またはステレオ（左右）オーディオ出力コネクターが備わっています。
ステレオ出力を備えているデバイスでは必ずしも両出力を使用する必要はありません。左出力だけを使用すればステレオデバイス
でもモノ信号が得られます。

D デバイスのオーディオ出力をモニターするには、メインミキサーを通して、または直接 Reason Essentials Hardware Interface に接
続して、オーディオインターフェースの出力端子に信号を送ります（「手動のオーディオルーティング」参照）。 ). 
ステレオ出力のオーディオインターフェースを使用している場合、一般的にはメインミキサーでオーディオ信号をミックスしてか
らマスター出力へ送ります。

D オーディオインターフェースからシーケンサーのオーディオトラックへ信号を送るには、オーディオトラックの入力ポップアップ
リストから、使用する入力を選択します（「オーディオ入力の選択とモノ /ステレオの指定」参照）。
Reason Essentials Hardware Interface のオーディオ入力端子から手動で入力信号をルーティングする必要はありません。

Reason Essentials の信号パスに関するより詳しい情報は「システム信号パス」をご参照ください。

CV/Gate 信号
MIDI プロトコルが発明される以前、アナログシンセサイザーは CV（Control Voltage：コントロールボルテージ）ケーブルで接続する
ことができました。例えば１つのケーブルはピッチを制御し、別のケーブルはゲートボルテージを送信することにより、ノートを鳴ら
す / 止めるタイミングをシンセに伝えることができました。Reason Essentials の CV 信号ケーブルはこのアナログ制御システムのエ
ミュレーションです。CV 信号は一般的にパラメーター値の変調に使用され、オーディオは含まれません。

D CV/Gate コネクターは小さい「ミニ」端子として表示されます。

D CV は一般的に変調などの用途に使用されます。
例えば他のデバイスの LFO やエンベロープジェネレーターが生成した CV 信号でパラメーターを変調できます。

D Gate 出力 / 入力は一般的にノートオン / オフ値やエンベロープなどのイベントのトリガーに使用されます。
Gate 信号はオン / オフの値、さらにベロシティーとして使用できる「値」を生成します。

D CV/Gate 信号は出力から入力、あるいは入力から出力に接続します。
入力を他の入力、出力を他の出力には接続できません。
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P-LAN 信号について
P-LAN とはミックスチャンネルとオーディオトラックデバイスからメインミキサーのチャンネルストリップ、さらにメインミキサーの
マスターセクションデバイスにオーディオ信号をルーティングするための内部システムです。P-LAN 接続はラックのケーブルなどで表
示されません - ミックスチャンネルとオーディオトラックデバイスの背面のディスプレイのみで表示されます。

P-LAN 接続は固定されており、作成や削除はできません。ただし、オーディオトラックデバイスやミックスチャンネルデバイスの
Direct Out 端子を使うと内部の P-LAN 接続は解除されます。この場合、ミックスチャンネル / オーディオトラックデバイスからのオー
ディオはマスターセクションに送られません。

MIDI ルーティングについて
通常 MIDI（ノートとパフォーマンスデータ）はシーケンサートラックからそれぞれのデバイスに送られます。MIDI 接続はラックの
ケーブルとしては表示されません。

MIDI をデバイスへルーティングする他の方法は「Remote - デバイスの演奏と制御」と「同期と高度な設定」の章をご参照ください。

ケーブルについて
ケーブルの表示
Reason Essentials で多くの接続がある場合、ケーブルが邪魔でデバイスのバックパネルのテキストが読みにくくなることがあります。
ケーブルは「通常」モードと「簡素表示」モードで表示できます。

D ケーブル表示モードを切り替えるには [K] を押すか、" オプション "メニューの "ケーブルを簡素表示 "を選択します：

･ 「通常」モード（"ケーブルを簡素表示 "を無効）ではすべてのデバイスのすべてのケーブルがラックの背面に表示されます。

･ " ケーブルを簡素表示 "が有効な場合のケーブル表示は、環境設定の "一般設定 " タブの設定に従います：
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･ “ 選択されているデバイスのケーブルのみを表示するには "選択されたデバイスのケーブルのみ表示 "を選択します。
他の（選択されていない）デバイスのケーブルは「透明」になり、選択されているデバイスのケーブルを識別しやすくなります。

･ “ 手動でルーティングされたケーブルのみを表示するには "オートルーティングされたケーブルを非表示 "を選択します。
オートルーティングされたケーブルは「透明」になり、手動でルーティングされたケーブルを識別しやすくなります。

･ “ すべてのケーブルを非表示にするには "すべてのケーブルを非表示 "を選択します。
接続されている端子は色分けされたドットで示され、ケーブルは表示されません。

" すべてのケーブルを非表示 " 設定で " ケーブルを簡素表示 " した場合

･ " ケーブルを簡素表示 "モードでも、表示されているときと同じようにケーブルを接続、接続解除できます。
ルーティング方法に関しては「マニュアルルーティング」をご参照ください。

ケーブルの接続先の確認
端子に何が接続されているか、いつでも確認できます。これはパッチケーブルが非表示の場合や、ケーブルがたくさんある時、接続さ
れているデバイスが遠い時などに便利な機能です：

D マウスポインターをコネクタの上で静止します。
接続先のデバイス名とコネクター名を表示したツールティップが現れます。

" 接続されたデバイスに移動 "機能について ”
接続先のデバイスに自動的に移動することも可能です：

1. コネクターをクリック＆ホールド（または右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac））します。
ポップアップメニューが開きます。

2. ポップアップメニューから "接続されたデバイスに移動 "を選択します。
接続先のデバイスが表示されるようにラックがスクロールします。
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ケーブルの色
ケーブルの視認を容易にするため、ケーブルには異なる色が使われています：

･ インストゥルメントとミキサーデバイス間のオーディオ接続は赤系色です。

･ エフェクトデバイスへ / からの接続は緑系色です。

･ CV 接続は黄系色です。

･ Combinator 接続は青系色です。

オートルーティング 
オートルーティングとはデバイスが規則に従って自動的にルーティングされることを意味します。オートルーティングは次の状況で実
行されます：

･ 新しい（空の）ソングを作成する際、マスターセクションデバイスのマスター出力 L&Rは Reason Essentials Hardware Interface
の出力１＆２にデフォルトで接続されます。

･ デバイスを新規作成した際。

･ [Shift] を押しながらデバイスを移動、複製、ペーストした際。

･ デバイスを選択し、"編集 " またはコンテクストメニューから "デバイスを自動的にルーティング "を選択した際。

･ オーディオ入力信号は Reason Essentials Hardware Interface からシーケンサーのオーディオトラックまで「バックグラウンド」で
自動的にルーティングされます。

該当する場合、オートルーティングはステレオで行われます。

オーディオ入力信号のオートルーティング
･ 使用しているオーディオインターフェースのオーディオ入力は、自動的にHardware Interface を介してシーケンサーのオーディオ
トラックへ「バックグラウンド」でルーティングされます。
このためシーケンサーのオーディオトラックにオーディオを接続する際、ケーブルを使って行う必要はありません。

黄色のケーブルは
CVを示します。

赤いケーブルはインストゥルメントと　　
ミキサーデバイスの接続を示します。

緑色のケーブルはエフェクトデバイスを示します。
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インストゥルメントデバイスのオートルーティング

メインミキサーへのルーティング

･ インストゥルメントデバイスを作成すると、大抵の場合は新しいミックスチャンネルデバイスに自動的に接続されます。
使用されていない（入力に何も接続されていない）ミックスチャンネルデバイスのすぐ下にインストゥルメントを作成した場合、
これに自動的に接続されます。

Mixer 14:2 または Line Mixer へのルーティング

･ Mixer 14:2 または Line Mixer 6:2 を選択した状態でインストゥルメントデバイスを作成、またはラックコラムのミキサーデバイス
の下にインストゥルメントを作成すると、インストゥルメントは自動的にミキサーデバイスの最初の空き入力にルーティングされ
ます。

エフェクトデバイスのオートルーティング

メインミキサーのインサートエフェクトとしてルーティング

･ ミックスチャンネルまたはオーディオトラックデバイスを選択した状態でエフェクトデバイスを作成すると、ミックスチャンネル /
オーディオトラックのインサートエフェクトとして自動的に接続されます。「インサートエフェクトの追加」をご参照ください。

! 以上はマスターセクションデバイスには該当しません - 下記参照。

q さらにエフェクト Combi パッチをインサートエフェクトとして選択できます。「Effect Combi パッチの読み込み」をご参照くださ
い。

メインミキサーのマスターセクションのインサートエフェクトとしてルーティング
マスターセクションデバイスのインサートエフェクトとしてエフェクトデバイスをルーティングするには：

1. マスターセクションデバイスの "Show Insert FX" ボタンをクリックし、次にインサート FX用のスペースをクリックします。
赤い挿入ラインが表示されます。

2. " 作成 " メニューまたはデバイスコンテクストメニューから、またはツールウィンドウの "デバイス " タブでデバイスをダブルク
リックしてエフェクトデバイスを作成します。
デバイスは自動的にマスターセクションデバイスのインサートエフェクトとして接続されます。

D エフェクトデバイスをツールウィンドウの"デバイス "タブからインサートFXスペースにドラッグ＆ドロップすると、自動的にイン
サートエフェクトとして接続されます。

q さらにエフェクト Combi パッチをマスターセクションのインサートエフェクトとして選択できます。「Effect Combi パッチの読み込
み」をご参照ください。

メインミキサーのマスターセクションのセンドエフェクトとしてルーティング

･ マスターセクションデバイスを選択した状態でエフェクトデバイスを作成すると、マスターセクションデバイスの最初の空きセン
ド FXコネクターに、センドエフェクトとして自動的に接続されます。「センドエフェクトの追加」をご参照ください。

q さらに"センドFXを追加"機能を用いてエフェクトデバイスやエフェクトCombiパッチをマスターセクションのセンドエフェクトと
して追加できます。「センドエフェクトの追加」をご参照ください。
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他のデバイスへ直接ルーティング

･ インストゥルメントデバイスを選択した状態でエフェクトデバイスを作成すると、エフェクトデバイスはインストゥルメントデバ
イスとミックスチャンネル /ミキサーデバイスの間に「インサート」エフェクトとして接続されます。
ディストーション、コンプレッション、フェーザーなどはインサートエフェクトに適したエフェクトの一例です。

センドエフェクトをミキサーデバイスへルーティング

･ ラックのミキサーデバイス（"Mixer 14:2" または "Line Mixer 6:2"）を選択した状態でエフェクトデバイスを作成すると、センドエ
フェクトとして自動的に接続されます（最初の空いている Aux Send/Return 端子へ接続）。

CV/Gate 信号のオートルーティング

Matrix パターンシーケンサー

･ インストゥルメントデバイス（Subtractor/NN-XT/Combinator）を選択した状態でMatrix パターンシーケンサーを作成すると、
Note と Gate CV 信号が自動的にインストゥルメントデバイスに接続されます。
Matrix の "Note" と "Gate"CV 出力はそれぞれ自動的にインストゥルメントデバイスの Sequencer Control "CV" と "Gate" 入力に接続
されます。

Matrix の "Note" と "Gate"CV 出力はそれぞれ自動的にインストゥルメントデバイスの Sequencer Control "CV" と "Gate" 入力に接続
されます。

既存デバイスのオートルーティング
以下は既にラックにあるデバイスをオートルーティングする際の規則です：

D 既存デバイスを再ルーティングするにはデバイスを選択し、"編集 "またはコンテクストメニューから"デバイスのルーティングを解
除 "、続いて " デバイスを自動的にルーティング "を選択します。
" デバイスを自動的にルーティング " 機能はデバイスのラック内の位置を考慮して適切な接続を試みます。

･ ２つのデバイスの間にあるデバイスを削除すると、残ったデバイスの間の接続は保持されます。
例えばインストゥルメントデバイスとミックスチャンネルデバイスの間にエフェクトデバイスがあるとします。エフェクトデバイ
スを削除すると、インストゥルメントデバイスはミックスチャンネルデバイスへ直接接続されます。

･ ラックの中でデバイスを移動しても接続は保持されます。

･ デバイスを複製（ドラッグ＆ドロップ）またはコピー＆ペーストした場合、デバイスはオートルーティングされません。
自動的にルーティングさせる場合は [Shift] を押しながら操作を行ってください。

! デバイスグループ全体を複製する場合（「デバイスの複製」参照）、大抵はミックスチャンネルを含みます。この際はすべて複製さ
れるので、さらなるオートルーティングの必要はありません。

オートルーティングのバイパス
D 新規デバイスを作成する際にオートルーティングを希望しない場合は、[Shift] を押しながら作成してください。



オーディオと CVのルーティング298

マニュアルルーティング
手動でデバイスを接続するにはラックを裏返しにする必要があります。ラックの背面を表示するには [Tab] を押すか、" オプション "
メニューの " ラックの前面 / 背面表示を切り替える " を選択します。

またケーブルは、" オプション " メニューの " ケーブルを簡素表示 " 設定に関係なくルーティングできます。つまりケーブルが表示さ
れていなくても接続を行うことができます（「ケーブルの表示」参照）。

各デバイスの背面には２タイプのコネクターがあります：オーディオと CV（パラメーター制御に用いるコントロールボルテージ -
「CV と Gate の使用」をご参照ください）。オーディオ入力と出力は大きい「1/4 インチ」端子として、CV 入力と出力はより小さい端
子として表示されます。まずはオーディオコネクターについて説明します。

オーディオと CV コネクター

q ラックの背面を表示していても、スクロールやコンピューターキーボードなどを使ってラックをナビゲートできます。

デバイスからデバイスへ信号をルーティングする方法は２通りあります：

･ 入力から出力へ「バーチャル」パッチケーブルを接続する。

･ ポップアップメニューから接続先を選択する。

オーディオコネクター

CVコネクター
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ケーブルで接続
1. デバイスの入力または出力端子をクリックし、マウスボタンを押したままポインタを端子から移動します。

未接続のケーブルが現れます。

2. ケーブルをもう片方のデバイスの端子へドラッグします。
ケーブルの先を接続可能な端子（オーディオ /CV、入力 / 出力）の上まで持って行くと、端子がハイライトされ、接続が可能である
ことを示します。

3. マウスボタンを離します。
ケーブルは接続されます。入出力ともにステレオで、左チャンネルを接続した場合、右チャンネルも自動的にケーブルで接続され
ます。

! ケーブルのドラッグ中に接続操作をキャンセルするには、マウスボタンを押したまま [Esc] を押します。

D 同じように既存の接続を変更できます。ケーブルの方端をクリックし、別のコネクターへドラッグします。

ポップアップメニューで接続
1. コネクターをクリック＆ホールド（または右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac））します。

現在ラックにあるすべてのデバイスをリストしたポップアップメニューが開きます。

2. ポインタを接続先にするデバイスへ移動します。
使用可能な入力 / 出力コネクターをリストしたサブメニューが現れます。例えばデバイスのオーディオ出力にクリックした場合、
サブメニューにはオーディオ入力がリストされます。

･ 相応するコネクターがないデバイスはグレーアウト表示されます。

･ 既に使用されているコネクターの名前の隣りにはアスタリスク（＊）が表示されます。
既に使用されているコネクターを選択することは可能ですが、既存の接続は解除されます。

3. サブメニューから希望するコネクターを選択します。
デバイスは接続されます。
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ケーブルの接続の解除
手動でケーブルの接続を解除する方法は２通りあります：

D ケーブルの方端をクリックし、端子から離れた位置へドラッグしてマウスボタンを離します。

D コネクターをクリック＆ホールド（または右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac））して、ポップアップメニューから "
ケーブルを外す "を選択します。

デバイスの接続解除
選択されているデバイスからすべてのケーブルを一度に外せます：

D デバイスを選択し、"編集 "メニューまたはデバイスのコンテクストメニューから "デバイスのルーティングを解除 "を選択します。
選択されているデバイスのケーブルすべてが同時に外されます。

CV と Gate の使用
CV/Gate はデバイスパラメーターの変調やトリガーに使用されます。各デバイスの CV/Gate 接続、モジュレーション可能なパラメー
ター、モジュレーション出力に関してはデバイスごとの章をご参照ください。

CV と Gate 信号のルーティング
CV/Gate のルーティングに関しては、規則と呼べる決まりはありません。ただし記述すべき点はいくつかあります：

･ Subtractor と NN-XT デバイスに備わっている "Sequencer Control" 入力は、主にこれらのデバイスを（モノフォニック）インス
トゥルメントとしてMatrix パターンシーケンサーからコントロールするためにあります。
Matrix の CV/Gate 出力とインストゥルメントデバイスを用いてメロディックパターンを作成するには、Sequencer Control 入力を
ご使用ください。

q Matrix パターンシーケンサーはメロディックパターンの作成以外にも使用できます。例えば CV制御可能なパラメーターならどれで
も変調できるうえ、変調をテンポに同期することが可能です。

･ Gate や CV モジュレーションを複数のボイスに適用する場合、モノフォニックのみで機能する Sequencer Control 入力は使用しま
せん。

･ いろいろ実験してみましょう：例えば Gate 信号でパラメーターをコントロールしたり、CV信号でノートやエンベロープをトリ
ガーしてみるのも良いでしょう。
さらなる CV の使用ティップスは「Matrix パターンシーケンサー」 の章をご参照ください。

q Combinator のロータリーコントロールに CVをルーティングすることにより、ほぼすべてのデバイスパラメーターが CV制御可能に
なります（「CV接続」参照）。 .

CV トリムノブについて
すべての CV 入力にはトリムノブがついています。これは CV に対するパラメーターの「感度」を設定するための機能です。CV トリム
ノブを時計回りに回すとモジュレーションエフェクトが大きくなります。

･ 右に回しきると、モジュレーション範囲はパラメーター範囲（通常 0-127）の 100％になります。

･ 左に回しきると、CVモジュレーションは適用されません。



第 13章
メインミキサー
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本章について
本章はメインミキサーの使用手順、パラメーターと機能について、およびミキサーチャンネル、オーディオトラック、そしてラックの
ミックスチャンネルデバイスの関係について解説します。本章はインサートとセンドエフェクトの設定方法、さらに高度なルーティン
グや使用のヒントなども紹介します。

概要

Reason Essentials のメインミキサーは、Propellerhead Record に含まれているハイエンドミキサーの簡易版です。Record ミキサーの
高い音質はそのままに、より少ないセクションやパラメーターの数で構成されています。高度な EQ とダイナミクスコントロールを備
えたチャンネルは無制限に追加できます。また、メインミキサーには Record ミキサーと同型の有名なマスターバスコンプレッサーが
備わっています。

メインミキサーはオーディオトラックと、ラックのミックスチャンネルデバイス用のリモートコントロールとして位置づけられます。
レベル調整、EQ やエフェクトの設定などはここで行いますが、デバイス自体はラックにあります。
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オーディオトラック、デバイスとミキサーチャンネルストリップ 
オーディオトラックと関連するラックデバイスはオーディオを録音 / 再生するためにあります。

新しいオーディオトラックを作成すると同時に、ラックにはオーディオトラックデバイスが、メインミキサーにはオーディオトラック 
チャンネルストリップが追加されます。

トラックとデバイスとチャンネルストリップは１つのまとまりとしてお互いに関連しています。デバイスを削除すると、関連するト
ラックとチャンネルストリップも削除されます。

シーケンサーのオーディオトラックと、関連するラックデバイスとメインミキサーのチャンネルストリップ

･ オーディオトラックデバイスのバックパネルには入力端子がありません - オーディオは関連したシーケンサートラックから直接入力
されます。
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ミックスチャンネルデバイスとチャンネルストリップ
ミックスチャンネルデバイスはソースデバイス（例：インストゥルメントデバイス）のホストとして機能します。インストゥルメント
を作成すると、ラックにはミックスチャンネルデバイスが、メインミキサーには関連するミックスチャンネルストリップがそれぞれ自
動的に追加されます。

ミックスチャンネルはツールウィンドウのデバイスタブ、もしくは " 作成 " メニューからでも追加できます。これは手動でミキサー
ルーティングを行う場合などに便利です（本章末尾の「高度なルーティングのヒントとテクニック」をご参照ください）。

ミックスチャンネルデバイスにはソースデバイス（インストゥルメントなど）を接続する入力があります。ミックスチャンネルデバイ
スとチャンネルストリップには接続されたデバイスの名前が付きますが、変えることも可能です（「ミキサーチャンネルの名前の変更」
参照）。

ミックスチャンネルデバイスに関連したシーケンサートラックは自動的に作成されません（接続されたデバイスには作成されます）。
ミックスチャンネルトラックは手動で作成され、チャンネルストリップのパラメーターのオートメーションに使用します（「ミキサー
パラメーターのオートメーション」参照）。

ミックスチャンネルデバイス（ID8 に接続）と関連するメインミキサーのチャンネルストリップ
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Master Section デバイスのミキサーストリップ
Master Section（マスターセクション）デバイスは必ずラックの Reason Essentials Hardware Interface の下に固定されています。この
デバイスですべてのオーディオトラックとミックスチャンネルはステレオにサミングされるほか、センドエフェクトとマスターイン
サートエフェクトを設定します。エフェクトの設定 / 使用方法は「インサート FX」と 「Send（センド）FX」をご参照ください。

Master Section ミキサーストリップも固定されており、必ずメインミキサーの右端に位置しています。

Master Section トラックは Master Section パラメーターのオートメーションに用います（「ミキサーパラメーターのオートメーション」
参照）。

Master Section デバイスとミキサーストリップ
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メインミキサーのナビゲーション
メインミキサーエリアの表示
メインミキサーエリアを表示するにはいくつかの方法があります：

･ ラックデバイダーをドラッグしてミキサーエリアを表示。

･ キーボードで [F5] を押すか、" ウィンドウ "メニューから "メインミキサーを表示 "を選択。

･ ミキサーを別のウィンドウで開くには "ウィンドウ "メニューからメインミキサーを切り離す "を選択するか、[Ctrl](Win) または
[Cmd](Mac) を押しながら [F5] を押します。

メインミキサーのスクロールとナビゲーション
ナビゲーターによってメインミキサーのチャンネルを移動や、チャンネルストリップの特定のエリアを表示できます。ナビゲーターエ
リアは " オプション " メニューの " ナビゲーターを表示 " で表示 / 非表示できます。

ミキサーナビゲーターとチャンネルストリップナビゲーターはメインミキサーウィンドウの上部と右端に表示できる「ミニ」ミキサー
とチャンネルストリップです。各エリアに表示される青い枠は、標準ドキュメントウィンドウに表示されるスクロールバーのように機
能します。ポインターを枠の中に移動すると「手」に変わり、クリック＆スクロールできます。またナビゲーターエリア内をクリック
すれば、その位置にジャンプできます。

･ ミキサーナビゲーターでミキサーにあるチャンネルの間をスクロールできます。
ミキサーナビゲーターのミニフェーダーセクションは、ミキサーにあるチャンネルの概要表示になります。ナビゲーターには各
チャンネルの色と選択されたチャンネルが表示されます。ミキサーナビゲーターは標準チャンネルストリップのみを表示 / スク
ロールします - Master Section は常にメインミキサーエリアの右端に固定表示されています。

･ チャンネルストリップナビゲーターエリアで各チャンネルストリップセクションの間をスクロールできます。
常に表示されるチャンネルヘッダーセクション（フェーダーの下の部分）を除き、チャンネルストリップと Master Section をスク
ロールできます。メインミキサーが切り離されている場合、フェーダーセクションも常に下に固定表示されます。

･ またマウスホイールやトラックパッドでもスクロールできます。

･ 左右矢印キーでチャンネル選択を移動できます。[Page Up]/[Page Down] キーで上下にスクロールできます。[Home] と [End] キー
はそれぞれ左端と右端のチャンネルストリップにミキサーをスクロールします。

ミキサーナビゲーター

チャンネルストリップ
ナビゲーター
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チャンネル、ラックデバイス、トラック間の移動
"RACK" と "SEQ" ボタンでチャンネルに関連したラックデバイスまたはシーケンサートラックに直接移動できます。これらのボタンは
メインミキサーのチャンネルヘッダーセクションにあります。

"RACK" ボタンをクリックすると次のことが起こります：

D オーディオトラックチャンネルの場合、ラックのオーディオトラックデバイスが表示されます。
ラックエリアが表示され（隠してあった場合）、チャンネルのデバイスが表示されます。

D ミックスチャンネルの場合、ソースデバイス（チャンネルに接続されたインストゥルメントデバイス）が表示されます。
またミックスチャンネルの "Rack" ボタンを [Shift]- クリックすると、ミックスチャンネルデバイスが表示されます。

"SEQ" ボタンでミキサーからチャンネルのシーケンサートラックへ移動できます。"SEQ" ボタンもチャンネルヘッダーセクションにあ
ります。"SEQ" ボタンをクリックすると次のことが起こります：

D オーディオトラックチャンネルの場合、オーディオトラックが表示されます。
シーケンサーエリアが表示され（隠してあった場合）、該当するトラックが表示されます。

D ミックスチャンネルの場合、ソースデバイスのトラックが表示されます。
またミックスチャンネルの "SEQ" ボタンを [Shift]- クリックすると、ミックスチャンネルのオートメーショントラックが表示されま
す。オートメーショントラックがない場合は作成されます。

特定のシーケンサートラックやラックのミックスチャンネル / オーディオトラックデバイスのミキサーチャンネルを見つけるには、次
のように行います：

1. シーケンサートラック、もしくはラックでミックスチャンネル /オーディオトラックデバイスを選択します。
2. ミキサーを表示します。

チャンネルはエディットフォーカスされ（「チャンネルヘッダーセクション」参照）、画面内にスクロールされます。シーケンサー
とメインミキサー、またはラックとメインミキサー両方を表示している場合、トラックリストのトラック、もしくはラックのミッ
クスチャンネル / オーディオトラックデバイスをクリックすると、関連するチャンネルストリップがメインミキサーで点滅します。
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ミキサーチャンネルの管理
チャンネルの作成と削除
オーディオトラックとミックスチャンネルデバイスを作成すると、自動的にミキサーチャンネルストリップも作成されます。通常、イ
ンストゥルメントデバイスを作成すると（「デバイスの作成」参照）ミックスチャンネルデバイス（とそのチャンネルストリップ）が
自動的に作成されます。

次のようにチャンネルを削除します：

D メインミキサーでチャンネルストリップ、またはラックのデバイスを選択し、"編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "
チャンネルとトラックを削除 "を選択します。
チャンネルストリップ、デバイス、そしてこれらに関連するトラックが削除されます。削除の実行を確認する警告が現れます。

削除するミックスチャンネルデバイスにデバイスが接続されており、さらに " オプション " メニューにて " デバイスとトラックを自
動的にグループ " が選択されている場合、警告では選択されたデバイスのみ、またはデバイスグループ内の全デバイスを削除する
か選択できます（詳しくは「デバイスグループについて」を ご参照ください）。

チャンネルの選択
ミキサーのチャンネルは次の方法で選択できます：

D チャンネルストリップ（パラメーターを含む）のどこかをクリックします。
パラメーターを編集しない場合にチャンネルを選択するにはチャンネルヘッダー、またはチャンネルストリップのパネル（パラ
メーターやディスプレイのない場所）をクリックすると良いでしょう。

D メインミキサーにフォーカスがあるときは、左右矢印キーでチャンネルを選択できます。
キーを押すたびに隣りのチャンネル（左または右）に選択が移動します。

D [Shift] または [Ctrl](Win)/[Cmd](Mac) を使った標準選択方法で複数のチャンネルを選択できます。
これにより例えば複数のチャンネルを同時に移動 / 削除できます。最後に選択されたチャンネルがエディットフォーカスされ、
チャンネルヘッダーの赤いインジケーターで示されます（詳しくは「チャンネルヘッダーセクション」をご参照ください）。

D すべてのチャンネルを選択するには"編集 "メニューまたはコンテクストメニューから"すべてのチャンネルを選択"を選択します。
このアイテムを使用するにはメインミキサーがフォーカスされている必要があります。

チャンネルの移動
メインミキサーでチャンネルを移動するには選択してからドラッグ＆ドロップします。ラックデバイスやシーケンサートラックの移動
と同じように、赤い太線が移動先の位置を示します。

チャンネルの移動。赤い太線がチャンネルの移動先を示します
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チャンネル、デバイス、トラックを同じ順番で表示
ミキサーのチャンネルストリップ、オーディオトラック、そしてミックスチャンネルデバイスとトラックの順番は個別に変えられま
す。これにより各作業エリアを好みに応じて設定できます。

ミキサーチャンネル、ラックデバイス、そしてシーケンサートラックを同じ順番で表示したい場合は次のように操作します：

1. 希望する順番になっているエリアを選択します。
これはメインミキサー、シーケンサー、またはラックになります。

2. " 編集 " メニューの「すべてを選択」アイテムを選択します。
メニューアイテムはラックが選択されている場合は " すべてのデバイスを選択する "、ミキサーが選択されている場合は " すべての
チャンネルを選択 " になります。また手動でチャンネル、トラックやデバイスを選択できます。

3. " 編集 " メニューの "選択されたデバイスグループをソート "を選択します。
チャンネル、デバイスとトラックはすべて手順１で選択したエリアの順番通りに再配置されます。

チャンネルのコピーと複製

カット、コピーとペースト機能
選択されたチャンネルは " 編集 " メニューまたはチャンネルストリップのコンテクストメニューの " チャンネルとトラックをカット /
コピー / ペースト " 機能で移動 / コピーできます。例えばこれにより、１つのソングのチャンネルを他のソングにコピーできます。こ
の操作は次の規則に従います：

D カットとコピーは選択されているすべてのチャンネルに適用され、通常通りに作用します。
カット操作はチャンネルをクリップボードに移動します。コピー操作ではチャンネルの複製がクリップボードに作成されます。

D "オプション"メニューの"デバイスとグループを自動的にグループ"が有効な場合、チャンネルのデバイスグループ全体（トラックや
クリップを含む）がコピーされます（「デバイスグループについて」参照）。

D ペーストするとメインミキサーの左にチャンネルが追加されます。
ペーストする際にチャンネルが選択されていると、そのチャンネルの右にコピーされたチャンネルが挿入されます。

チャンネルの複製
D 設定やインサートFXなどを含むミキサーチャンネルを複製するには、[Ctrl](Win)または[Option](Mac)を押しながらチャンネルを希
望する位置にドラッグします。
複数のチャンネルを一度に複製できます。さらに " 編集 " メニューまたはミキサーのコンテクストメニューの " チャンネルとトラッ
クを複製 " でも同じ操作を行えます。

D "オプション"メニューの"デバイスとグループを自動的にグループ"が有効な場合、チャンネルのデバイスグループ全体（トラックや
クリップを含む）がコピーされます（「デバイスグループについて」参照）。
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チャンネル設定のコピー
１つのチャンネルのミキサーチャンネル設定を他のチャンネルにコピーするにはこの機能が使えます。

1. 設定のコピー元のチャンネルを選択します。
チャンネル設定のコピーは、１つのチャンネルが選択されている場合でのみ使用できます。複数のチャンネルが選択されている、
もしくはチャンネルが選択されていない場合は使用できません。

2. " 編集 " メニューまたはチャンネルのコンテクストメニューから "チャンネル設定をコピー "機能を選択します。
サブメニューで１つのセクションの（EQ、インサート FX、FX センド）、またはすべてのチャンネル設定をコピーするよう選択しま
す。「すべて」ではインサート FX デバイスとその設定も含まれます。

3. 設定をペーストするには、ペースト先のチャンネルを選択し "編集 "メニューまたはミキサーのコンテクストメニューから "チャ
ンネル設定をペースト "を選択します。
コピーした設定のタイプがペーストメニューアイテムに表示されます。例えば EQ セクションのみをコピーした場合は " チャンネル
設定をペースト；EQ" と表示されます。

D コピーしたチャンネル設定は次回カット / コピーするまでクリップボードに保持されるため、他のチャンネルにもペーストできま
す。
この操作は１つのチャンネルが選択されている場合でのみ使用できます。複数のチャンネルが選択されている場合はチャンネル設
定をペーストできません。

D チャンネル設定のコピーは、オーディオトラックやラックのミックスチャンネルデバイスを選択しても行えます。
この際の操作方法は上記と同じです。デバイスからミキサーチャンネルへ設定をコピーできます（逆も同様）。

チャンネル設定のリセット
チャンネル設定をリセットすると、すべてのチャンネルストリップパラメーターは初期値に戻され、チャンネルからインサートエフェ
クト（「Inserts（インサート）FX セクション」参照）が削除されます。

D ミキサーチャンネル（またはミックスチャンネル / オーディオトラックデバイス）を初期化するには "編集 " メニューまたはチャンネ
ル / デバイスのコンテクストメニューから "チャンネル設定をすべてリセット "を選択します。
複数のチャンネルが選択されている場合、チャンネル設定のリセットはできません。
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ミキサーチャンネルの名前の変更
新規のオーディオトラックのデフォルト名は「Audio Track + 番号」になります。インストゥルメントを作成すると、インストゥルメ
ントデバイスの名前がミックスチャンネルの名前に反映されます。

D チャンネル名を変更するにはチャンネルヘッダーに表示された名前をダブルクリックします。
テキストフィールドが開き、チャンネル名を入力できます。

チャンネル名はすべてのエリア（トラックリスト、メインミキサー、デバイス）に反映され、変更できます。ミックスチャンネルの
ソースデバイスとトラックの名前は、ミックスチャンネルデバイス / チャンネルストリップから独立して名称変更できます。ミックス
チャンネルのデフォルトの名前はソースデバイス（通常は接続されたインストゥルメントデバイス）を反映します。ソースデバイスの
名前を変えると、ミックスチャンネル名も自動的に変わります。

ソースデバイスとミックスチャンネルに異なる名前を付けるには、ミックスチャンネルの名前を変更します。デフォルト名に戻す
（ソースデバイス名をミックスチャンネルに適用する）には、ミックスチャンネル名を削除します。

ミキサーチャンネルのカラー
ミキサーチャンネルにトラックカラーを設定し、すべてのエリアに反映できます；ミキサー、シーケンサートラックリスト、クリップ

（設定後にレコーディングされたもの）、ミックスチャンネル / オーディオトラックデバイス。ミックスチャンネルのソースデバイス用
のトラックカラーは、ミックスチャンネルやデバイスのカラーとは独立しており、お互いに反映されません。クリップカラーを設定す
ると（「クリップに色を付ける」参照）トラックカラーより優先されます。トラックカラーの変更は既存のクリップには反映されませ
ん。

D トラックカラーを設定するにはチャンネルを選択し、"編集 " メニューまたはチャンネルのコンテクストメニューから "トラックカ
ラー "を選択して、サブメニューから色を選びます。

メインミキサーではトラックカラーはチャンネルヘッダーとチャンネルの上に表示されます。

D トラックカラーの設定は、選択されたトラック、もしくはミックスチャンネル / オーディオトラックデバイスからでも同じように行
えます。
ミックスチャンネルのソースデバイス用のトラックのカラーは独立して設定されます - ミックスチャンネルのオートメーショント
ラックのみがトラックカラーを反映します。
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チャンネルストリップ
チャンネルストリップはいくつかのセクションに分かれています。ミックスチャンネルとオーディオトラックのチャンネルストリップ
には同一のパラメーターが備わっています。以下は各セクションのパラメーターと機能の説明です：

Input（入力）セクション

 

EQ セクション

シェルビング型のハイとローフリケンシーの 2 バンド EQ です。

パラメーターは次のとおりです：

|パラメーター |説明
Gain（入力ゲイン） チャンネルの入力ゲインを設定します。設定範囲は +/- 18 dB です。

INV（位相反転） 入力信号の位相を反転し、位相による問題を補正できます。例えば 1 つのソースを複数のマイクを使って若干異なる
距離で録音した場合、フェーズキャンセル（位相相殺）が起こることがあります。このような位相の問題は信号をモ
ノにしたときに特に目立ちます。低音域が乏しくなり、一般的に空洞のような音質になります。

|パラメーター |説明
EQ “ON” ボタン EQ のオン / オフを切り替えます。LPF/HPF フィルターには適用されません。

HF ゲイン / フリケンシー HF セクションは高周波数帯のシェルビング EQ です。設定したコーナーフリケンシー以上の周波数帯は HF ゲインで
設定した量だけ増減されます。
HF ゲインは選択したフリケンシーレンジを +/-20dB 増減でき、HF フリケンシーは 1.5kHz から 22kHz まで設定でき
ます。

BELL（ベル）モード このボタンがオンの場合、HF EQ はピーキングカーブに切り替わります。つまりパラメーター EQ バンドのように機
能します - 設定フリケンシーの周りの信号を増減します。ただしベルモードではバンド幅（または Q）は固定されて
います（下記参照）。

LF ゲイン / フリケンシー LF セクションは低周波数帯のシェルビング EQ です。設定したコーナーフリケンシー以下の周波数帯は LF ゲインで
設定した量だけ増減されます。
LF ゲインは選択したフリケンシーレンジを +/-20dB 増減でき、LF フリケンシーは 40Hz から 600Hz まで設定できま
す。

BELL （ベル）モード 上記と同じように LF フィルターに作用します。
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Inserts（インサート）FXセクション

チャンネルストリップのインサート FX「スロット」には Combi パッチ（複数のエフェクトや他のデバイスを含むことができる）を
ロードできます。パッチに含まれるインサートエフェクトデバイスは、ラックのオーディオトラックやミックスチャンネルデバイスに
追加されます。

エフェクトバランスの調整が可能なセンドエフェクトと異なり、インサートエフェクトはチャンネル信号全体を処理します。一般的に
コンプレッション、ディストーション、そしてコーラスなどのモジュレーションエフェクトはインサートエフェクトとして使用しま
す。

D インサート FXパッチの読み込みはインサート FXセクションにあるパッチブラウザで行います。
Combinator（.cmb）形式のインサートエフェクトをロードできます。

･ インサートエフェクトの使用に関する情報は「インサート FX」をご参照ください。

･ インサート FXパッチの作成はラックの Combinator で行います。

チャンネルストリップのインサートセクションには次のパラメーターがあります：

Send（FX センド）セクション

センドエフェクトはメインミキサーの全チャンネルからアクセスでき、マスターセクション ラックデバイスに接続されます。最大８
つのセンドエフェクトを同時に使用できます。センドエフェクトの使用に関する情報は「Send（センド）FX」をご参照ください。

センドセクションには次のパラメーターがあります：

|パラメーター |説明
パッチブラウザ これはチャンネルインサート FX の標準パッチブラウザで、Combinator Effect パッチ形式のパッチを選択 / 保存できます。

Edit（インサートを編集） クリックするとインサート FX セクションを開いた状態のチャンネルラックデバイスを表示します。これによりエフェクトデ
バイスを編集できます。

Bypass（バイパス） インサートエフェクトをバイパスします。

|パラメーター |説明
FX センド オン 1-4 チャンネルのセンドを有効化します。

Level（レベル）1-4 センドレベルノブはセンドエフェクトに送るチャンネル信号の量を調整します。

PRE ボタン 通常、センドへ送るチャンネル信号はチャンネルフェーダーの後のものであるため、チャンネルボリュームを変えるとセンド
レベルも変わります。PRE ボタンをオンにするとセンド出力はチャンネルフェーダーの前になります。このモードではセンド
レベルはチャンネルレベルから完全に独立したものになります。
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Fader（フェーダー）セクション 

このセクションには次のパラメーターがあります：

Level/Pan（レベル / パン）CVについて
ミックスチャンネル / オーディオトラックデバイスのバックパネルにはチャンネルレベルとパンコントロール用の CV 入力が備わって
います。これらにより CV 信号を出力するソースからのレベルとパンの自動制御が可能になります。

|パラメーター |説明
パン L/R このコントロールでステレオ音場内のチャンネルの左右位置を設定します。パンノブをデフォルト値 " ０ "（中央）にリ

セットするには [Ctrl]- クリック (Win) または [Cmd]- クリック (Mac) します。フェーダーセクションはチャンネルレベル
と、ステレオ音場内のチャンネルの位置を制御します。

Width（幅） このパラメーターはステレオチャンネルでのみ使用でき、チャンネルのステレオ幅を設定します。通常の値は 127 で、
フルステレオになります。値が小さくなるほどステレオ幅が狭くなり、左に回しきるとチャンネル出力はモノになりま
す。

MUTE/SOLO（ミュート / ソロ）
　ボタン

チャンネルのミュートボタンをクリックするとチャンネルの出力が無音化されます。再度ボタンをクリッ
クしてミュートを解除します。

チャンネルのソロボタンをクリックすると他のミキサーチャンネルがすべて無音化され、ソロしたチャンネルだけを聞
くことができます。同時に複数のチャンネルをソロできますが、この場合、ソロされたチャンネルをミュートボタンで
ミュートできません。ソロモードのチャンネルをミュートするにはソロを解除します。またマスターセクションには
Mute/Solo All Off（ミュート / ソロすべてオフ）ボタンがあります（「マスターセクションヘッダー」参照）。

チャンネルフェーダー チャンネルフェーダーでチャンネルの出力レベルを調整します。
フェーダーを調整することにより、チャンネル間のミックス（相対レベル）を設定できます。

チャンネルメーター メーターはチャンネルの出力レベルを視覚的に示します。ステレオチャンネルには２つのレベルバーが、モノチャンネ
ルには１つのレベルバーが表示されます。信号レベルがメーターの赤色部分まで届く場合は音が歪むことがあるので、
チャンネルデバイスに接続されたデバイスの出力レベル、またはチャンネルフェーダーを落とします。メーターは VU
タイプで、Reason Essentials Hardware Interface のビッグメーターで設定された VU オフセットを反映します（「Big 
Meter」参照）。
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チャンネルヘッダーセクション
チャンネルヘッダーは常にチャンネルストリップの最下部に表示され、次の項目が含まれます：

エディットフォーカス インジケーター - チャンネルを選択するとチャンネルヘッダー上部の横線がオレンジ色に点灯し、エディット
フォーカスを示します。複数のチャンネルが選択されている場合、最後に選択したチャンネルがエディットフォーカスされます。

エディットフォーカスは最後に選択されたトラックまたはミックスデバイスを示します。メインミキサーではエディットフォーカスさ
れたチャンネルが必ず表示されるため、ワークエリア間を移動する際に便利です。例えばシーケンサーで ID8 のトラックを選択した場
合、この ID8 に接続されているミックスチャンネルがミキサーで表示され、エディットフォーカスされます。

最上部の横線が点灯し、エディットフォーカスを示します

リモートベースチャンネル インジケーター - 上記の横線の左側に小さな黄色の矢印シンボルが表示されることがあります。これがリ
モートベースチャンネル インジケーターで、Remote 制御を行う際に最初のチャンネルと見なされるチャンネル（「ベースチャンネ
ル」）を示します（「リモートベースチャンネルの設定」参照）。

リモートベース インジケーター

Rack（ラック）と SEQ ボタンはチャンネルに関連したラックデバイス、またはシーケンサートラックに直接移動するために使います
（「チャンネル、ラックデバイス、トラック間の移動」参照）。

チャンネルヘッダーエリアにはトラックカラーが反映され（「ミキサーチャンネルのカラー」参照）、さらに名前をダブルクリックする
ことでチャンネル名を変更できます（「ミキサーチャンネルの名前の変更」参照）。
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マスターセクションストリップ

すべてのオーディオトラックとミックスチャンネルはマスターセクションで Master Out（マスター出力）バスにミックスされます。
マスターストリップにはマスターバスに作用するコンプレッサーとマスターインサートセクションの他、センド / リターンのマスター
レベルセクションがあります。マスターバスでの信号処理はすべてのミキサーチャンネルに作用します。
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Master Compressor（マスターコンプレッサー）セクション

マスターコンプレッサーはミックスに最後の「魔法」を加えるのに最適です。パンチとまとまり感を加えられるほか、ミックスをより
大きく、パワフルにできます。コンプレッサーの操作は単純で、補正ゲインや自動リリースなどの機能が備わっています。

パラメーターは次のとおりです：

|パラメーター |説明 |設定範囲
On ボタン マスターコンプレッサーのオン / オフを切り替えます。

メーター ゲインリダクションの量を dB 単位で表示します。 0dB - 20dB

Threshold（スレッショル
ド）

コンプレッションが始動するレベルを設定します。スレッショルド設定が低いほど、コンプ
レッションの量が大きくなります。

-30dB から 0dB

Ratio（レシオ） レシオはスレッショルドを超過した信号に適用するゲインリダクションの量を指定します。
2：1 のレシオではスレッショルドを 2dB 超える信号には 1dB のゲインリダクションが適用
されます。

固定レシオ :
2:1 / 4:1 / 10:1

Attack（アタック） 信号レベルがスレッショルドを超えたときにマスターコンプレッサーが反応する速さを設定
します。

固定値 ( ミリ秒 ):
0.1 / 0.3 / 1 / 3 / 10 / 30 

Release（リリース） 信号レベルがスレッショルド値を下回ったとき、コンプレッサーの作用がなくなるまでの時
間を設定します。 
"Auto" に設定した場合、リリースは入力信号に応じて自動的に変わります。ピークが長けれ
ばリリースも自動的に長くなります。

固定値 ( 秒 ):
0.1 / 0.3 / 0.6 / 1.2 /Auto

Make-Up（補正ゲイン） 補正ゲインはコンプレッションによって減少したレベルを補い、一定の出力レベルを保つた
めに使います。

-5dB から 15dB
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Master Inserts（マスターインサート）セクション 

マスターセクションのインサートはマスターバス（つまりミックス全体）に作用する点以外は、チャンネルストリップのインサート
FX セクションと同一です。単一のデバイスから複雑に接続した複数のデバイスまで含むことのできる Combinator エフェクトパッチ
を読み込んでマスターバスの信号を処理できます。

マスターインサートスロットは通常、ミックスのファイナライズのためのマスタリングエフェクトに適しています。

インサートエフェクトパッチを構成するデバイスはラックのマスターセクションデバイスに追加されます。

マスターインサートエフェクトはマスターコンプレッサーの後に位置します。多くの場合マスターインサートエフェクトにはマキシマ
イザーやマスタリング Combo パッチを使うので、出力でのクリッピングを防ぐためにも信号パスの最後尾に配置することは理にか
なっています。

D インサート FXパッチの読み込みはインサート FXセクション最下部のパッチブラウザで行います。
Combinator Effect 形式のインサートエフェクトをロードできます。

･ インサートエフェクトの使用方法については「インサート FX」をご参照ください。

マスターセクションのインサートセクションには次のパラメーターがあります

FX Return（リターン）セクション

このセクションは FX リターンのマスターレベルを制御します。センドエフェクトデバイスはラックデバイスのバックパネルにそれぞ
れ 4 つある FX Send と FX Return 端子で接続されます。センド FX の説明は「Send（センド）FX」をご参照ください。

マスターセクションデバイスのセンド / リターン端子

|パラメーター |説明
パッチブラウザ これはマスターインサート FX の標準パッチブラウザで、Combinator Effect パッチ形式のパッチを選択 / 保存できます。

Edit（インサートを編集） クリックするとインサート FX セクションを開いた状態のマスターセクションデバイスを表示します。これによりエフェ
クトデバイスを編集できます。

Bypass（バイパス） ロードされたインサートエフェクトをバイパスします。
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このセクションには次の項目があります：

マスターフェーダーセクション

マスターフェーダーはミックスの最終出力レベルを制御します（ミックスはその後、録音 / ファイルに書き出します）。通常は 0dB に
設定します。

このセクションには次の項目があります：

|パラメーター |説明
名前ラベル 接続されたエフェクトデバイスの名前を自動的に表示します。ラベルに新しい名前を入力すると自動作成された名称は

オーバーライドされます。手動で入力した名前を削除すると自動作成された名前が再度表示されます。

EDIT（編集）ボタン パラメーターの編集のため、ラックのエフェクトデバイスを表示します。

ミュート (M) センドエフェクトのリターン信号をミュートします。

Level （レベル） FX リターンのマスターレベルを調整します。マスターリターンレベルは通常、デフォルトの 0dB に設定します。エフェ
クトのバランスを変えるには、各チャンネルのセンドレベルの増減がより効果的です。ただしミックスの中で、センドエ
フェクトの全体的なバランスを調整するために FX リターンレベルを調整できます。

Pan（パン） パンでリターン信号のステレオバランスを調整します。

メーター リターンバスの信号レベルを示します。

|パラメーター |説明
マスターフェーダー Master Out（マスター出力）バスのレベルを調整します。

メーター Master Out（マスター出力）バスのレベルを示します。

Mode（モード） モードボタンでメーターモード（VU/Peak/PPM）を切り替えます（「Big Meter」参照）。

Reset（リセット） メーターをリセットし、検知したピークを削除します。
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マスターセクションヘッダー

ヘッダーはマスターセクションの最下部に常に表示されます。次の項目があります：

ミキサーパラメーターのオートメーション
ミキサーパラメーターのオートメーションは他のパラメーターと同じように行います。オートメーションはオーディオトラックまたは
ミックスチャンネル オートメーショントラックの一部になります（「パラメーターオートメーションのレコーディング」参照）。 .

D パラメーターに素早くオートメーションをかけるには、パラメーターを右クリック（Win）または [Ctrl]- クリック（Mac）し、コン
テクストメニューから "オートメーションを編集 "を選択します。
オートメーションレーン（必要であればトラックも）が作成され、オートメーションをレコーディング / 書き込めます。

･ シーケンサートラックを選択するとパラメーターオートメーションのレコーディング有効ボタンが自動的にオンになり、パラメー
ターオートメーションのレコーディングが可能になります。しかしオーディオトラックのチャンネルストリップパラメーターをレ
コーディングする場合、オーディオを誤って録音しないように通常の録音有効ボタンはオフにするとよいでしょう。

エフェクトの操作
インサート FX
インサートエフェクトは信号チェーンに挿入され、チャンネル信号全体を処理します。これはエフェクトバランスが調整できるセンド
エフェクトとは対象的です（「Send（センド）FX」参照）。典型的なインサートエフェクトにはダイナミクス、ディストーション、
コーラスなどのほか、マスターセクションではマスタリングエフェクトなどが挙げられます。

本章で前述のとおり、チャンネルストリップとマスターセクションストリップにはインサートエフェクト専用の「スロット」（イン
サート FX セクション）が備わっています。インサート FX セクションでは標準パッチブラウザを使って Effect Combi パッチを選択で
きます。また、エフェクトデバイスを作成してインサートエフェクトとして使用することも可能です。

|パラメーター |説明
SEQ / RACK
ボタン

"Rack" と "SEQ" ボタンを使ってラックのマスターセクションデバイスとオートメーショントラックにそれぞれ移動でき
ます（「チャンネル、ラックデバイス、トラック間の移動」参照）。

Mute/Solo All Off（ミュート / ソ
ロすべてオフ）

すべてのチャンネルミュートまたはソロを一度に解除します。

DIM -20dB（ディム） マスター出力レベルを -20dB 下げます。電話を受けるなど、一時的に出力レベルを落としたいときに用います。



メインミキサー 321

インサートエフェクトの追加
インサートエフェクトとしてエフェクトデバイスを追加するには：

1. メインミキサーのチャンネルストリップ、またはラックのミックスチャンネル /オーディオトラックデバイス、またはシーケン
サーのオーディオトラック / ミックスチャンネルトラックを選択します。

2. " 作成 " メニューまたはコンテクストメニューから任意のエフェクトデバイスを選択します。
チャンネルのラックデバイスのインサート FX スペースにエフェクトデバイスが作成され、自動的にルーティングされます。

オーディオトラックデバイスのインサート FX として Line 6 Guitar Amp を作成

3. 接続のルーティングを変えるには [Tab] を押して、ラックの裏側を表示します。

オーディオトラックデバイスのインサート FX スロットの "To Device"（デバイスへ）と "From Device"（デバイスから）端子にルーティング

! 注：ミックスチャンネル /オーディオトラックデバイスが折りたたまれていると接続は表示されません。

D 希望するなら標準ルーティング手法で接続を変えます（「マニュアルルーティング」参照）。
信号は必ずミックスチャンネル / オーディオトラックデバイスの "To Device" 出力から、エフェクトデバイスを介して "From 
Devices" 入力へ伝送します。

･ "Show Insert FX" ボタンがオンのときには Combinator のように、インサート FXスペースに直接デバイスを追加したり、デバイス
をドラッグできます（「Combinator」参照）。

! 注：モノのミックスチャンネル /オーディオトラックデバイス（とチャンネルストリップ）でステレオのインサートエフェクトを
追加 /ロード / ルーティングすると、チャンネルも自動的にステレオに切り替わります。
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Effect Combi パッチの読み込み
チャンネルのインサート FX スペースに直接 Effect Combi パッチをロードできます。インサート FX スペースにロードした Effect 
Combi パッチは次の例外を除き、普通の Combinator パッチと同じ機能性を持っています：

･ インサート FXはノートやパフォーマンスコントローラーデータ（ピッチベンド、モジュレーションホイール等）を受信しません。

･ 背景イメージを含む Combinator パッチをロードした場合、ラックのインサート FXセクションには表示されません。

チャンネルストリップのインサート FX セクションに Effect Combi パッチを読み込むには：

1.「インサート FXパッチを選択」ボタンをクリックします。
パッチブラウザが開きます。

2. Effect Combinator パッチを見つけ、選択します。
Effect Combinator パッチは Reason Essentials Sound Bank の ”All Effect Patches” フォルダーにあります。

3. "OK" をクリックして選択したパッチをインサート FXセクションにロードします。
チャンネルのラックデバイスのインサート FX スペースに Effect Combinator はロードされ、すぐに効果を聞くことができます。ま
たパッチ名がチャンネルストリップのディスプレイに表示されます。

インサートエフェクトの編集と保存
インサートエフェクトはチャンネルのラックデバイスのインサート FX スペースのデバイスパネルで編集できます。またデバイスパラ
メーターをインサート FX プログラマーパネルの４つのボタンとノブにアサインできます。

大抵の Effect Combi パッチでは既にいくつかのパラメーターがこれら４つのボタンとノブにアサインされています。アサインされた
パラメーターはシーケンサーのミックスチャンネル / オーディオトラックでオートメーションをかけることが可能です。

インサート FX プログラマーの４つのボタンとノブにアサインされていないデバイスパラメーターの編集はラックのデバイスで行いま
す。

1. "Edit Inserts" ボタンをクリックして、ラックのインサート FXスペースに移動します。

チャンネルのインサート FX スペースがラックに表示され、開きます。

D 他のラックデバイスと同じようにエフェクトデバイスのパラメーターを編集できます。
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D インサート FXプログラマーパネルのパラメーターアサインを編集するには、ミックスチャンネル / オーディオトラックデバイスの
"Show Programmer" ボタンをクリックします。

ラックのインサート FX プログラマーパネルへのパラメーターのアサイン方法は、Combinator デバイスの作成 / 編集手順と同じで
す（「Combinator」参照）。

2. 希望するのであれば、インサート FXスペースのエフェクトデバイス設定を Effect Combi パッチとして保存できます。保存するに
はプログラマーパネルの「インサート FXパッチを保存」ボタンをクリックします。

パッチブラウザが開き、Effect Combi パッチの保存先と保存名を選択します。

! インサートエフェクトを Effect Combi パッチとして保存する必要はありません。すべてのパラメーター設定は、ソングを保存する
際に自動的にソングドキュメント内に保存されます。

インサートエフェクトのバイパス
D チャンネルのインサートエフェクトをバイパスするには、チャンネルストリップのインサート FXセクションの下部（またはラック
のデバイス）にある "Bypass"（バイパス）ボタンをクリックします。

チャンネルストリップとデバイスの "Bypass" ボタン
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インサートエフェクトの削除
インサートエフェクトの削除はラックで行います：

1. ミックスチャンネル / オーディオトラックデバイスを開いて "Show Insert FX" ボタンをクリックします。
2. インサート FXスペースで削除するデバイスを選択します。
3. [Backspace] または [Delete] を押すか、" 編集 "メニューまたはコンテクストメニューから "デバイスとトラックを削除 "を選択し
ます。
削除を実行するか確認する警告が現れます（詳しくは「デバイスの削除」をご参照ください）。

インサートエフェクトをミキサーチャンネルの間でコピー / ペースト
インサートエフェクトを１つのミキサーチャンネルから別のミキサーチャンネルにペーストするには：

1. コピーするインサートエフェクトを含むミキサーチャンネルを選択します。
2. " 編集 " メニューまたはコンテクストメニューから "チャンネル設定をコピー "を選択し、サブメニューから "インサート FX" を選
択します。
マスターセクションでは " インサート FX をコピー " という項目が " 編集 " メニューまたはコンテクストメニューにあります。

3. インサートエフェクトをペーストするミキサーチャンネルを選択し、"編集 "メニューまたはコンテクストメニューから "チャンネ
ル設定をペースト：インサート FX" を選択します。
マスターセクションでは " インサート FX をペースト " という項目が " 編集 " メニューまたはコンテクストメニューにあります。
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Send（センド）FX
センドエフェクトは信号チェーンと並行してルーティングされ、エフェクトバランスを調整できます。これは信号チェーンに直接挿入
され、チャンネル信号全体を処理するインサートエフェクトとは対照的です（「インサート FX」参照）。典型的なセンドエフェクトは
リバーブやディレイなどです。

メインミキサーには最大 4 つのセンドエフェクトを含むことができます。これら 4 つのセンドエフェクトはソング内の全ミキサーチャ
ンネルが同時に使用できます - ミキサーチャンネル毎に自由にセンドレベルを設定できます。ミキサーのマスターセクションストリッ
プの FX リターンセクションでは、すべてのセンド FX バスからの FX リターンのレベルと、各センドエフェクトのパンニングを制御で
きます。

各ミキサーチャンネルにはセンド FX セクションがあり、そのミキサーチャンネルのセンドエフェクト（最大 4 つ）のレベルを制御で
きます。

センドエフェクトの追加
センドエフェクトは次の方法で追加できます：

1. メインミキサーでチャンネルストリップ、またはマスターセクションストリップを選択します。
2. " 作成 " メニューまたはコンテクストメニューから "センド FX を追加 " を選択します。

サブメニューが開き、Effect Combi パッチまたはエフェクトデバイスの追加を選択できます。

D パッチブラウザを開くにはサブメニューの "エフェクトを作成 "を選択します。
パッチブラウザではセンドエフェクトとして追加する Effect Combi を選択できます。Combinator が作成され、マスターセクショ
ンデバイスの最初の空きセンド FX 端子にセンドエフェクトとして自動ルーティングされます。

D １つのエフェクトデバイスをセンドエフェクトとして追加するには、サブメニューからエフェクトデバイスを選択します。
エフェクトデバイスが作成され、マスターセクションデバイスの最初の空きセンド FX 端子にセンドエフェクトとして自動ルーティ
ングされます。

マスターセクションの　
FXリターンセクションミキサーチャンネルの FXセンドセクション
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･ 追加されたセンドエフェクトの名前が、マスターセクションストリップの FXリターンディスプレイに表示されます。

追加された３つのセンドエフェクトの名前がマスターセクションストリップに表示されます

! 4 つのセンドエフェクトすべてが使用されている場合、"編集 "メニューまたはコンテクストメニューの "センド FX を追加 "項目
は無効になります。

3. ルーティングを変更する必要がある場合は [Tab] を押してラックを裏返しにします。

マスターセクションデバイスのセンド FX 端子

! 注：マスターセクションデバイスが折りたたまれていると、接続は表示されません。

見ての通りすべてのセンドエフェクトはマスターセクションデバイスの外に配置されます - マスターセクションデバイスのインサー
ト FX スペースに配置されるインサートエフェクトとは対称的です。

また次のようにもセンドエフェクトを作成できます：

1. ラックのマスターセクションデバイスを選択し、"編集 "メニューまたはコンテクストメニューから "作成 " を選択します。
サブメニューが開き、Effect Combi パッチまたはエフェクトデバイスの追加を選択できます。

D " エフェクトを作成 "を選択するとパッチブラウザが開きます。
パッチブラウザではセンドエフェクトとして追加する Effect Combi を選択できます。Combinator が作成され、マスターセクショ
ンデバイスの最初の空きセンド FX 端子にセンドエフェクトとして自動ルーティングされます。

D １つのエフェクトデバイスをセンドエフェクトとして追加するには、サブメニューからエフェクトデバイスを選択します。
エフェクトデバイスが作成され、マスターセクションデバイスの最初の空きセンド FX 端子にセンドエフェクトとして自動ルーティ
ングされます。

･ また、標準ルーティング方法でデバイスを FXセンドと FXリターン端子に手動で接続できます（「マニュアルルーティング」参
照）。
信号は必ずマスターセクションデバイスの "FX Send" 出力からエフェクトデバイスに送られ、エフェクトデバイスから "FX Return"
入力に戻されます。
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センドエフェクトの編集と保存
D FX リターンセクションの "Edit"（編集）ボタンをクリックすると、相当するセンドエフェクトデバイスに移動できます。

FX リターンセクションのセンドエフェクトの "Edit" ボタン

相当するセンドエフェクトデバイスがラックで表示されます。

･ センドエフェクトは標準編集方法を用いて、デバイスパネルで編集できます。
施した編集はソングドキュメントに自動的に保存されます。Effect Combi パッチを編集した場合、個別の Combinator パッチとし
ても保存できます。

センドエフェクトのミュート
D FX リターンセクションの "M" ボタンをクリックすると、そのセンドエフェクトの FXリターンはミュートされます。

ミュートされたセンドエフェクトを使用しているすべてのチャンネルが影響を受けます。

FX リターンセクションのセンドエフェクト用のミュートボタン

! ミュートボタンは FXリターン信号のみをミュートします。マスターセクションデバイスの FXセンド出力をエフェクトに接続し、
そのエフェクトの出力を FXリターン入力ではなく普通のミックスチャンネルにルーティングした場合、ミュートボタンを使っても
何も起きません。

センドエフェクトの削除
センドエフェクトの削除は、ラックデバイスの標準削除方法で行います：

D 削除するデバイスを選択し、[Backspace]または[Delete]を押すか、"編集"メニューまたはコンテクストメニューから"デバイスとト
ラックを削除 "を選択します。
削除を確認する警告が開きます（詳しくは「デバイスの削除」をご参照ください）。

･ センドエフェクトを削除すると、その名前は自動的にマスターセクションストリップの FXリターンセクションのディスプレイから
も取り除かれます。
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メインミキサーの Remote（リモート）コントロール
メインミキサーはふたつの方法でリモートコントロールできます：１チャンネルずつ詳細にパラメーターをコントロールするか、レベ
ルのバランスなどをとれるよう複数のチャンネルを同時にコントロールする。

１つのミキサーチャンネルのリモートコントロール
１つのミキサーチャンネルをコントロールするには、ミキサーチャンネルにコントロールサーフェスをロックするか、シーケンサーで
ミキサーチャンネルのトラックにマスターキーボード入力を設定します。

例えばマスターキーボード入力を録音中のオーディオトラックに設定すると、そのチャンネルのモニタリングレベルや他のパラメー
ターを調整できます。

Reason Essentials の包括的なリモートコントロール機能は、１つのミキサーチャンネルの詳細なパラメーターコントロールを可能にし
ます。

複数のミキサーチャンネルのリモートコントロール
典型的なメインミキサーのリモートコントロール方法は、マスターセクションの制御です（トラックリストでマスターセクショント
ラックにマスターキーボード入力を設定するか、コントロールサーフェスをロック）。これによりマスターセクションパラメーターは
もちろん、いくつかのチャンネルのミキサーパラメーター（機種によるが、一般的に８チャンネルずつ）をコントロールできます。こ
の際リモートコントロールするチャンネルは「リモートベースチャンネル」の設定で指定します。

リモートベースチャンネルの設定
リモートがコントロールする最初（最も左）のミキサーチャンネルは「リモートベースチャンネル」と言います。現在のリモートベー
スチャンネルは、ミキサーチャンネルストリップのヘッダーセクションに黄色の矢印シンボルで示されます：

リモートベースチャンネル インジケーター

リモートベースチャンネルを変えるには：

D ミキサーチャンネルを選択し、"編集"メニューまたはコンテクストメニューから"リモートベースチャンネルに設定"を選択します。
リモートベースチャンネル インジケーターは選択されたミキサーチャンネルに移動します。

D また、リモートベースチャンネルを Remote でも変えられます（１または８チャンネル毎）。
リモートベースチャンネルを変更する機能が既にコントロールサーフェスにマッピングされている可能性があります - "Control 
Surface Details"PDF ドキュメントをご参照ください。マッピングされていない場合、" オプション " メニューの " 更なるリモート
オーバーライド項目 " ダイアログで手動で設定できます - 「追加のリモートオーバーライド項目 ...」をご参照ください。
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複数のミキサーチャンネルのリモートコントロール - 実用例
コントロールサーフェスから複数のチャンネルストリップを同時にリモートコントロールするには、次のように操作します：

D ラックでマスターセクションデバイスを、もしくはメインミキサーでマスターセクションストリップを選択します。
コントロールサーフェスをマスターセクションにロックする場合は、" 編集 " メニューまたはコンテクストメニューから " このデバ
イスに Xxxxx をロック " を選択します（"Xxxxx" はご使用のコントロールサーフェスの名前になります）。これによりご使用のコン
トロールサーフェスは、エディットフォーカスに関係なく常にメインミキサーを制御します。

マスターセクションをコントロールサーフェスにロック

ご使用のコントロールサーフェスによっては、複数のチャンネルストリップのパラメーターも同時にコントロールできるようになりま
す。この例では９本のスライダーを実装したコントロールサーフェスを使用していることにします。これらスライダーはそれぞれチャ
ンネルストリップのレベルフェーダーと、マスターセクションのレベルフェーダーを制御するように設定されています。

下図ではリモートベースチャンネルは "Audio Track 1" に設定されています。この状態ではコントロールサーフェスの９本のスライ
ダーで、"Audio Track 1" から "Audio Track 8" とマスターセクションのレベルフェーダーを制御できます：

"Audio Track 1" から "Audio Track 8" とマスターセクションをコントロールサーフェスから制御できます

リモート
ベース　
チャンネル

リモートコントロールできるチャンネル
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この例で使用しているコントロールサーフェスでは、８チャンネルごと前後にリモートベースチャンネルを設定できます。このコント
ロールサーフェスの "Next" ボタンをクリックするとリモートベースチャンネルは "Audio Track 9" に変更され、"Audio Track 9" から
"Audio Track 12" とマスターセクションを制御できるようになります：

"Audio Track 9" から "Audio Track 12" とマスターセクションをコントロールサーフェスから制御できます

もしご使用のコントロールサーフェスのボタンがリモートベースチャンネル設定機能にアサインされていない場合は、「リモートオー
バーライドマッピング」の記述通りにリモートオーバーライド機能でコントローラーを手動アサインできます。また、チャンネルスト
リップを選択し、" 編集 " メニューまたはコンテクストメニューから " リモートベースチャンネルに設定 " を選択します。

Reason Essentials のリモートコントロールに関する詳細な情報は「Remote - デバイスの演奏と制御」をご参照ください。さらに
「Control Surface Details」PDF ドキュメントにはポピュラーなコントロールサーフェス機種のパラメーターアサイン情報が記載されて
います。

リモートベースチャンネル リモートコントロールできるチャンネル
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高度なルーティングのヒントとテクニック
Redrumやミキサーデバイスからセンドエフェクトをカスケード（チェーン）
Redrum ドラムモジュールと 14:2 と 6:2 ミキサーデバイスには独自のセンドエフェクトを接続するためのセンド FX 端子が備わってい
ます。また Redrum とミキサーデバイスの各ドラム / ミキサーチャンネルにはそれぞれセンド FX レベルつまみがついており、各ドラ
ム / ミキサーチャンネルに個別のセンドレベルを設定できます。

例えば Redrum デバイスを追加し、Redrum の各チャンネルからそれぞれ個別のセンドレベルでメインミキサーの２つのセンド FX を
使用するとします。次の実用例では Redrum の２つのセンド出力を、メインミキサーの２つのセンドエフェクトへ「チェーン」接続し
ます：

1. ２つのミックスチャンネルデバイスを作成します - チェーンする２つのセンドエフェクト用に使用します。
この例ではミックスチャンネルデバイスの名前は "FX 1 Chaining" と "FX 2 Chaining" にします。

2. 各ミキサーチャンネルで使用するセンド FXバスをオンにします。さらに "Pre"（プリフェーダー）ボタンもオンにします。
この例では "FX 1 Chaining" チャンネルではセンド FX １バスを、"FX 2 Chaining" チャンネルではセンド FX ２バスをそれぞれオンに
します。センド FX １にはリバーブが、センド FX ２にはディレイが接続されています。プリフェーダーボタンをオンにする理由
は、ミキサーチャンネルフェーダーをセンドレベルに反映したくないからです。

3. "FX 1 Chaining" と "FX 2 Chaining" ミキサーチャンネルフェーダーをゼロに下げます。
これはエフェクト信号をセンド FX バスに分離し、他のメインミキサーチャンネル信号と混ざらないようにするためです。この時点
で下のようにラックとメインミキサーは設定されています：

デバイスに２つのミックスチャンネルデバイスを追加。右ではチャンネルストリップとオンにした FX センドバス
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4. Redrumデバイスの "Send Out" １と２をそれぞれ "FX 1 Chaining" と "FX 2 Chaining" ミックスチャンネルデバイスの左入力に接続
します。
デバイスは下のように接続します：

Redrum エフェクトセンドを２つの新規ミックスチャンネルデバイスを介して、マスターセクションのセンド FX バスにチェーン

5. Redrumの内部チャンネルのセンドレベルを個別に設定。

これで Redrum の各チャンネルのセンドレベルを個別に設定できます - さらにメインミキサーの他のチャンネルでもセンド FX を続
けて使うことができます。
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インサート FX 出力を使った信号の分割
ミックスチャンネル / オーディオトラックデバイスの "Insert FX"（インサート FX）の "To Devices"（デバイスへ）出力信号を、内部の
信号パスを切ることなく、引き出すことができます。この機能は例えば、追加ミックスチャンネルを使ったパラレルプロセッシング

（並列処理）などに使えます。

パラレルプロセッシングのためにドライ信号を追加ミックスチャンネルへ分割
最初の実用例ではエレキベースを録音したオーディオトラックを使用します（下図）。オーディオトラックデバイスのインサート
FX"To Device" 信号は、インサート FX に Scream 4 デバイスを有する他のミックスチャンネルへ分割されます。メインミキサーの
"Bass Dist" チャンネルのレベルを調整することで、ディストーションエフェクトを元の未処理ベースサウンドに並行して少しずつ加え
ていくことができます。

! このようにインサート FX信号を分割するには、インサート FX"From Device" 端子を未接続にしておく必要があります！

オーディオトラックデバイスのインサート FX"To Device" の信号を追加ミックスチャンネルデバイスに分割することでパラレルプロセッシングを実行
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パラレルプロセッシングのためにインサート FX 信号を追加ミックスチャンネルへ分割
既にオーディオトラックデバイスのインサート FX を使用している場合でも、他のミックスチャンネルデバイスへ信号を分割できます 
- 下図のように Spider オーディオマージャー / スプリッターデバイスを使用します：

オーディオトラックデバイスのインサート FX チェーンの信号を、Spider オーディオマージャー / スプリッターデバイスを使って、追加ミックスチャンネ
ルデバイスに分割

メインミキサーの "Bass Dist" チャンネルのレベルを調整することで、ディストーションエフェクトをオーディオトラックで内部処理さ
れたベースサウンドに並行して少しずつ加えていくことができます。これにより、オーディオトラックに２つの並行したインサート
FX 信号チェーンを作成できます。
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ミックスチャンネルとオーディオトラックデバイスの "Direct Out"（ダイレクト出
力）の使用
ミックスチャンネルとオーディオトラックデバイスにはダイレクト出力端子が備わっています。これらにケーブルを接続することでデ
バイスからマスターセクションへの内部信号チェーンを切断し、チャンネル出力信号を Reason Essentials Hardware Interface の出力に
直接ルーティングできます。これは外部ミキサーやサミングアンプをを使用する場合などに便利です。さらに ReWire（「ReWire」参
照）使用時では、他のアプリケーションへ個別にチャンネル信号を送信するためにも使います。

また、ダイレクト出力をミキサーデバイスに接続することでサブミキサーを作れます（「サブミキサーの作成」参照）。

次の例ではいくつかのオーディオトラックデバイスのダイレクト出力を、Reason Essentials Hardware Interface の個別出力にルーティ
ングしています：

個別のチャンネル出力を個別の Reason Essentials Hardware Interface 出力へ直接ルーティング

! ダイレクト出力を使用すると、マスターセクションデバイスへの内部 P-LAN ルーティングが自動的に切断されます。
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エフェクトをかけた状態での録音のための入力チャンネルの作成
オーディオトラックに録音をするとき、入力信号は「ドライ」（未処理）信号としてオーディオトラックにルーティングされます。録
音したオーディオを再生すると、信号はチャンネルストリップとその設定やインサート FX などを通ります。しかし場合によっては処
理された信号をオーディオトラックに録音したいこともあるでしょう。例えばエレキギターではディストーション等のエフェクトをか
けた信号を録音することもあります。

次の例では、別のミックスチャンネルデバイスで入力信号を処理してからオーディオトラックへ録音する典型的な方法を解説します：

1. まずオーディオトラックデバイスとミックスチャンネルデバイスをそれぞれ１つずつ作成します。
ミックスチャンネルデバイスには録音する信号にかけるエフェクトを入れます。

2. ミックスチャンネルデバイスのインサート FXに、希望するエフェクトを作成 /設定 / ルーティングします。
本例では Line 6 Guitar Amp と RV7000 リバーブデバイスを直列に接続しました。

3. Reason Essentials Hardware Interface の任意のオーディオ入力を、ミックスチャンネルデバイスの "Input L" に接続します。
Hardware Interface からの手動ルーティングにより入力信号を、エフェクトを含んだミックスチャンネルデバイスに直接送ります。

入力信号を Reason Essentials Hardware Interface からミックスチャンネルデバイスへ直接ルーティング

4. ラックのフロントパネルを表示します。
5. ミックスチャンネルデバイスの "Rec Source" ボタンをクリックします。

これによりミックスチャンネルデバイスは、オーディオトラックデバイスの入力ソースとして選択できるようになります。

ミックスチャンネルデバイスの "Rec Source" を有効化
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6. 最後にミックスチャンネルデバイスをオーディオトラックの入力ソースとして選択します。
これによりミックスチャンネルデバイスの出力信号が、オーディオトラックの入力に直接ルーティングされます。

ミックスチャンネルデバイスをオーディオトラックのオーディオ入力として選択

以上でオーディオトラックに標準の方法で録音を開始できます（「一般的なレコーディングの手順」参照）。信号は録音される前に
ミックスチャンネルデバイスのインサート FX によって処理されます。

この設定では入力信号はアンプデバイスによって処理されます - ハードウェアアンプをスタジオでマイキングした状態に相当しま
す。もし "Lead Gtr Rec Input" ミックスチャンネルを聞きたくない場合はメインミキサーでミュートします。

サブミキサーの作成
オーディオトラックとミックスチャンネルデバイスのダイレクト出力からミキサーデバイスに信号をルーティングすれば、サブミキ
サーが作成できます。サブミキサーは例えばマルチマイクしたドラムやホーンセクションなどのプリミックスに便利です。
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次の例では Combinator デバイスの複数のデバイスから様々なドラムサウンドをいくつかのミックスチャンネルデバイスにルーティン
グしてあります。各ミックスチャンネルデバイスのダイレクト出力（"Direct Out"）は、サブミキサーとして作成した 14:2 ミキサーデ
バイスに手動でルーティングしてあります。サブミキサーはミックスチャンネルデバイスにルーティングされ、そこから信号はメイン
ミキサーに送られます：

サブミックスするために各ミックスチャンネル出力を、14:2 ミキサーデバイスの個別入力にそれぞれ直接ルーティング
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サブミキサーは複数の外部入力信号（例えば複数のマイク信号など）をまとめてからオーディオトラックへ録音するためにも使用でき
ます。

次の例は前の例と似た設定ですが、４本のマイクをオーディオインターフェースの入力に個別に接続し、それらを Reason Essentials 
Hardware Interface から４台のミックスチャンネルデバイスの入力にルーティングしています。次にミックスチャンネルデバイスのダ
イレクト出力（"Direct Out"）は、前例と同じように 14:2 ミキサーデバイスにルーティングされます：

各オーディオ入力をミックスチャンネルへ、さらにそのダイレクト出力をサブミキサーに直接ルーティング

D "Drums Submix" ミックスチャンネルでミックスされた信号を "Audio Track 1" に録音するには、まず "Drums Submix" ミックスチャ
ンネルデバイスの "Rec Source" ボタンをクリックします。次にシーケンサートラックリストにて "Audio Track 1" の入力ソースを
"Drums Submix" に設定します。詳しくは「ミックスチャンネル出力のオーディオの録音」をご参照ください。

q 上記のサブミキサー設定では、ミックスチャンネルにインサート FXを使用することもできます。エフェクトをかけて録音する方法
は「エフェクトをかけた状態での録音のための入力チャンネルの作成」をご参照ください。
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第 14章
ソングファイルの操作
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本章について
本章はソングを開く、作成する、保存する方法を説明します。またソングをテンプレートとして保存する方法、およびスタンダード
MIDI ファイルのインポートとエクスポートについて説明します。

ソングを開く
Reason Essentials ソングを開く
! Reason Essentials ソングを開くにはオーソライズモードで Reason Essentials を起動する必要があります。Reason Essentials をデ
モモード（オーソライズなし）で使用すると "ファイル " メニューの "開く " アイテムの替わりに "デモソングを開く "が表示され
ます。これにより付属の Reason Essentials デモソングのみを開けます（「Reason Essentials デモソングを開く」参照）。Reason 
Essentials のオーソライズ方法に関しては「Ignition Key ハードウェアで Reason Essentials を使用」と「インターネット認証で
Reason Essentials を使用」をご参照ください。

Reason Essentials ソングを開くには：

1. [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [O] を押すか、" ファイル "メニューから "開く " を選択します。
Reason Essentials ソングブラウザが開きます。

2. ブラウザで希望するフォルダーやディスク、もしくは ReFill にナビゲートします。
「サウンドとパッチ」の章の「ブラウザの使い方」をご参照ください。

3. 希望する Reason Essentials（.ree）ソングファイルを見つけたら、選択して "開く "をクリックするか、ファイルをダブルクリッ
クします。
ソングは新しいドキュメントウィンドウに開きます。

q 複数のソングを同時に開いておくことができます。これによりパターン、クリップ、パッチなどをソング間でコピー＆ペーストで
きます。ただし開いているソングはそれぞれメモリーと CPU パワーを必要とするため、必要のないソングは閉じた方が良いでしょ
う。

q また Reason Essentials を起動する際に、最後に開いていたソングを自動的に開くことができます。詳しくは「プログラム起動時に
最後に開いたソングを開く」をご参照ください。

「見つからないサウンド」ダイアログが開いた場合
ソングにサンプルや REX ファイルが使用されており、これらがソングを最後に保存した後に移動や名称変更された場合、プログラム
はすべてのファイルを見つけられないことを報告します。さらに見つからないサウンドを手動で探すか、プログラムに検索させるか、
または無視して続行するか選択できます。詳しくは「サウンドとパッチ」の章の「見つからないサウンドがある場合」をご参照くださ
い。

Reason Essentials デモソングを開く
Reason Essentials デモソングは Reason Essentials を使った音楽制作のデモンストレーションです。デモモード（オーソライズなし）
で Reason Essentials を起動した場合、通常の " 開く " 機能は使えませんが、デモソングなら開くことができます。Reason Essentials を
オーソライズモードで起動した場合、Reason Essentials デモソングと通常のソングを両方開くことができます。

D " ファイル "メニューから "デモソングを開く "サブメニューを開き、リストからデモソングを選択します。
またサブメニューから " デモソングをダウンロード " を選択できます。このコマンドはデフォルトインターネットブラウザを起動
し、Propellerhead ウェブサイトの Reason Essentials デモソングページにアクセスします。このページではさらなる Reason 
Essentials デモソングをコンピューターへダウンロードできます。ダウンロードしたデモソングは " ファイル " メニューの " デモソ
ングを開く " コマンドから開きます。

q Reason Essentials デモソングは "ヘルプ "メニューの "デモソングをダウンロード "からでもダウンロードできます。

q 複数のデモソングを同時に開くことができます。これによりパターン、クリップ、パッチなどをソング間でコピー＆ペーストでき
ます。ただし開いているソングはそれぞれメモリーと CPUパワーを必要とするため、必要のないソングは閉じた方が良いでしょ
う。
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プログラム起動時に最後に開いたソングを開く
Reason Essentials を起動した際に最後に開いていたソングを自動的に開くように設定できます。この設定は環境設定の " 一般設定 " タ
ブで行います。

1. " 編集 " メニュー（Win）または "Reason Essentials" メニュー（Mac）から "環境設定 "を選択し、"一般設定 " タブをクリックし
ます。

2. " 起動時に最後に開いたソングを開く "にチェックを入れます。
次回 Reason Essentials を起動した時から最後に保存されたソングが自動的にドキュメントウィンドウに開きます。

ソングを閉じる
ソングを閉じる
D ソングを閉じるには[Ctrl](Win)または[Cmd](Mac)を押しながら[W]を押すか、"ファイル"メニューから"閉じる"を選択します。また
ソングドキュメントウィンドウ上角の「閉じる」ボタンをクリックしてソングを閉じることができます。
未保存の変更がある場合、ソングを閉じる前に保存をするか促されます。

! 注：Windows では最後のソングドキュメントを閉じると、Reason Essentials は終了します。

ソングの作成
新しい空のソングの作成
D ソングを閉じるには [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [N] を押すか、"ファイル "メニューから "新規 " を選択します。

新しいソングドキュメントウィンドウが現れます。デフォルトでは新しいソングには次のものが含まれています：

･ Reason Essentials Hardware Interface.

･ メインミキサーマスターセクションと、ラックにマスターセクションデバイス。
マスターセクションデバイスのマスター出力 L&R は Reason Essentials Hardware Interface のオーディオ出力１＆２に接続されます。

･ シーケンサーの最上部にトランスポートトラック

q " 新規 " を選択するたびに全く空のソングを作成するのではなく、既存ソングを自動的に新しいソングのテンプレートとしてロード
することができます。例えば毎回お気に入りのデバイスのセットから新規ソングを始めたいなら、ソングを作成、保存し、このソ
ングを新規ソング作成時に使用するように Reason Essentials を設定できます（「新規ソングのカスタマイズ」参照）。

q 新しいソングを通常方法で作成するほか、"テンプレートから新規 "コマンドを使ってテンプレートドキュメントフォルダーのファ
クトリーテンプレートソングからソングを作成できます（「テンプレートから新規ソングを作成」参照）。
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新規ソングのカスタマイズ
" ファイル " メニューから " 新規 " を選択した際に、毎回「テンプレート」として開くソングドキュメントを指定することができます。
デフォルトソングは既存のオリジナルソング、またはファクトリーのテンプレートソングから選択できます。デフォルトソングの設定
は環境設定ダイアログの " 一般設定 " タブで行います。

1. " 編集 " メニュー（Win）または "Reason Essentials" メニュー（Mac）から "環境設定 "を選択し、"一般設定 " タブをクリックし
ます。

2. " デフォルトソング "セクションで "テンプレート "ボタンをクリックします。
3. 右側のフォルダーアイコンをクリックし、新規ソングのテンプレートとして使用するソングを選択します。

新規ソングを作成するたび（" ファイル " メニューから " 新規 " 選択）、選択したソングがロードされ、新しいソングのテンプレート
となります。Windows プラットフォームではソングドキュメント名は "Document n"（"n" は番号）になります。Mac OS X プラッ
トフォームでは、ドキュメント名は "untitled n"（"n" は番号）になります。ソングは新しい名前を付けて保存できます。

! 注：” 起動時に最後に開いたソングを開く ”チェックボックスにチェックが入っていないことをご確認ください。入っているとテン
プレートソングではなく、最後に開いたソングが開いてしまいます。

テンプレートから新規ソングを作成
D テンプレートから新規ソングを作成するには"ファイル"メニューから"テンプレートから新規"を選択し、サブメニューからテンプ
レートソングを選びます。
選択したテンプレートソングが新しいドキュメントウィンドウに開きます。Windows プラットフォームではソングドキュメント名
は "Document n"（"n" は番号）になります。Mac OS X プラットフォームでは、ドキュメント名は "untitled n"（"n" は番号）になり
ます。ソングは新しい名前を付けて保存できます。

q 独自のテンプレートソングを作成して、サブメニューに追加できます（「テンプレートソングとしてソングを表示」参照）。

q "ヘルプ"メニューの"テンプレートソングをダウンロード"を選択して、さらなるReason Essentialsテンプレートソングをダウンロー
ドできます。

ソングの保存
ソングの保存
Reason Essentials ではオーソライズモード、オーソライズなし（デモ）モードに関係なく、いつでもソングを保存できます。

" 保存 " 機能
次のようにソングを保存します：

1. [Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押しながら [S] を押すか、" ファイル "メニューから "保存 " を選択します。
ソングを初めて保存する場合、ファイルダイアログが開き、ファイル名と保存場所を指定できます。

2. ソングの名前と保存場所を指定し、"保存 "をクリックします。
一度ソングを保存すると、次回から " 保存 " を選択するたびに同じ名前と場所で、ダイアログなしで保存されます。

q Reason Essentials デバイスで使用されているすべてのサンプル（ReFill のサンプルを除く）を自動的に格納することができます（セ
ルフコンテンツソングファイル）。サンプルをソングに格納する際の詳細は「ソングファイルに格納するデータについて」をご参照
ください。

q ソングのファイルサイズを小さくするには "最適化して保存 "コマンドを使用できます（「ソングを最適化して保存」参照）。

q またソングに関する詳しい情報を含めることができます。詳しくは「ソング情報の追加」をご参照ください。
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" 別名で保存 " 機能
既存のソングを異なる名前、または場所で保存するには：

1. [Ctrl]+[Shift](Win) または [Cmd]+[Shift](Mac) を押しながら [S] を押すか、" ファイル " メニューから "別名で保存 "を選択します。
" 別名で保存 " ダイアログが現れます。

2. ソングの新しい名前または保存場所を指定して、"保存 "をクリックします。
q " 別名で保存 " 機能は自動的にソングを最適化します（「ソングを最適化して保存」参照）。

ソングを最適化して保存
シーケンサーでオーディオを録音すると、レコーディングはソングドキュメント内に保存されます。レコーディングをソングから取り
除くと、ドキュメント内に「空き」エリアができてしまいます。これは断片化したハードディスクと似た状態です。ソングドキュメン
トを「デフラグ」してファイルサイズを小さくするには " ファイル " メニューの " 最適化して保存 " コマンドを使用します。" 最適化し
て保存 " コマンドは既に保存済みのソングドキュメントでのみ使用できます。次のように行います：

D " ファイル "メニューから "最適化して保存 "を選択します。
ソングは最適化され、元の保存場所に保存されます。

! 注：ソングにオーディオレコーディングが多数ある場合、最適化に時間がかかることがあります。そのため作業中は "保存 " コマ
ンドを使用し、編集を終えたあとに "最適化して保存 "を最終ステップとして使用すると良いでしょう。

q " 別名で保存 " 機能は自動的にソングを最適化します。

q 場合によっては必要のないレコーディングを削除することでファイルサイズをさらに小さくすることができます（「未使用のレコー
ディングの 削除」参照）。

ソング情報の追加
" ファイル " メニューの " ソング情報 " を選択すると、ソングについての様々な情報を加えられるダイアログが開きます。例えばソン
グを他の Reason Essentials ユーザーに送る場合、このダイアログで連絡先やソングのコメント等を追加できます。
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D " ファイル "メニューから "ソング情報 "を選択します。
ソング情報ダイアログが開きます。

ソング情報ダイアログには次のアイテムが含まれています：

･ ウィンドウタイトル表示：
このフィールドに入力したテキストは、ソングウィンドウのタイトルバーのファイル名の後に表示されます。

･ 情報：
ソングに関するノートやコメントなどを入力できます。

･ ソングスプラッシュ：
ソングに画像を追加できます。画像はソングを開く際に表示されます。

D スプラッシュ画像を追加するには右上角のフォルダーボタンをクリックします。ダイアログが開くので、画像ファイルを選択しま
す。

! スプラッシュ画像は 256x256 ピクセルの JPEG 形式（Windows 拡張子 ".jpg"）でなければなりません。

D スプラッシュ画像をソングから取り除くには、右上角の "X" ボタンをクリックします。

D " ソングを開いた時にスプラッシュを表示 "チェックボックスにチェックを入れると、ソングを開くたびにスプラッシュ画像が表示
されます。

･ 制作者のWebページ：
自分のウェブサイトの URL を入力できます。ユーザーがソングを開くとき、スプラッシュに表示されるブラウズボタンで直接ウェ
ブサイトにアクセスできます（インターネット接続必要）。

･ 制作者の Email アドレス：
メールアドレスを入力できます。他の Reason Essentials ユーザーからコメントなどを募ることができます。
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ソングファイルに格納するデータについて
Reason Essentials の主要ファイル形式はソングです。ソングにはラックのデバイス / 設定 / 接続、メインミキサーのチャンネル設定
と、シーケンサーでレコーディングしたデータがすべて含まれます。しかし場合によってはこれで十分ではないことがあります。他の
コンピューターでソングを開いたり、他の Reason Essentials ユーザーにソングを送る際は、ソング内のデバイスが使用しているサン
プルや REX ファイルが必要になります。そこで Reason Essentials では「セルフコンテンツソング」を作ることできます。セルフコン
テンツソングには使用サンプルと REX ファイルへのレファレンスだけでなく、使用しているファイル自体が格納されています。格納
するファイルは自由に指定できます。

q セルフコンテンツソングを作成する替わりにミキサーチャンネルをオーディオトラックへバウンスしても良いでしょう。バウンス
によりサンプルをオーディオに「変換」してしまえば、どのコンピューターでも同じように再生できます。詳しくは「ミキサー
チャンネルのバウンス」をご参照ください。

セルフコンテンツソングに格納するファイルは次のように指定します：

1. " ファイル "メニューから "ソングファイルに格納するデータの設定 "を選択します。
" ソングファイルに格納するデータの設定 " ダイアログが開きます。ソングに使用されているサンプルと REX ファイルのリストが表
示されます：

2. ソングファイルに格納するファイルの "名前 " コラムのチェックボックスにチェックを入れます。
D " すべてチェック "ボタンを使って一度に全部チェックを入れられます。

同じように " チェックを外す " ボタンはすべてのチェックボックスからチェックを外します。

3. 希望するサウンドにすべてチェックを入れたら "OK" をクリックしてダイアログを閉じます。
この後にソングを保存すると、指定したサウンドは自動的にソングファイルに格納されます。

! 注：セルフコンテンツソングファイルは元のソングファイルより大幅に大きくなります。ただしセルフコンテンツソングに格納さ
れたサンプルは元のサイズの 50％ほどに圧縮されます。圧縮はロスレスなので、音質は保持されます。
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セルフコンテンツソングからデータを取り除く
サウンドを格納したセルフコンテンツソングを開いた際、これらのサウンドをソングファイルから取り除き、通常通りにディスクから
使用することもできます。次のように行います：

1. " ファイル "メニューから "ソングファイルに格納するデータの設定 "を選択します。
" ソングファイルに格納するデータの設定 " ダイアログが開きます。

2. ソングファイルから取り除くファイルの "名前 "コラムのチェックボックスからチェックを外します（または "チェックを外す "ボ
タンをクリックします）。

3. "OK" をクリックしてダイアログを閉じます。
Reason Essentials は「取り除かれた」サウンドファイルが元の保存場所に存在するか検索します。

･ プログラムがソングに記録された保存場所にサウンドを見つけた場合、格納されたファイルはソングから削除され、元のファイル
が使用されます。
これはソングをセルフコンテンツ化したのと同じコンピューターでデータを取り除くケースが当てはまります（セルフコンテンツ
化以後に元のサウンドファイルをディスクから削除していないことが前提となります）。

･ サウンドファイルが見つからなかった場合、ファイルダイアログが開き、サウンドファイルの保存フォルダーと名前を指定できま
す。
ソングから取り除かれたファイルは指定したフォルダーに保存され、ソングはこのファイルを参照するように情報を変更します。
これは他のユーザーが作成したセルフコンテンツソングを使用するケースなどが当てはまります。

! 注：ReFill から取り込まれたサンプルを取り出し、保存することはできません！
! サンプル編集ウィンドウで変更され、スタート / エンドマーカーやループクロスフェードを使用したサンプルを取り除く場合、”サ
ンプルの非可逆書き出し ”ダイアログが開きます。このダイアログのオプションについてはサンプリングの章の「サンプルの書き
出し」セクションに詳細があります。サンプル非可逆書き出しダイアログで選択したオプションは、”ソングファイルに格納する
データの設定 ”ダイアログにて取り除くように設定したすべてのファイルに適用されますので、ご注意ください。

テンプレートソングとしてソングを表示
自分で作成したソングを " テンプレートから新規 " サブメニューに表示し、新規ソングのテンプレート（「テンプレートから新規ソン
グを作成」参照）として使用するには、ソングをハードディスクのテンプレートソングフォルダーに移動 / コピーします。テンプレー
トソングフォルダーの場所はコンピューター OS によって異なります：

! Windows ではアプリケーションフォルダーが非可視になっている可能性があります。この場合は隠しファイルとフォルダーを表示
するように設定を変える必要があります。

･ Windows XP でのテンプレートソングフォルダーの場所：
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Propellerhead Software\Reason Essentials\Template Songs

･ Windows Vista でのテンプレートソングフォルダーの場所：
C:\Users\UserName\AppData\Local\Propellerhead Software\Reason Essentials\Template Songs

･ Mac OS X でのテンプレートソングフォルダーの場所：
~/Library/Application Support/Propellerhead Software/Reason Essentials/Template Songs

ソングをオーディオファイルとして保存
ソングを WAV または AIFF 形式のオーディオファイルとしてエクスポートできます。詳しくは「ソングまたはソングの一部のエクス
ポート」をご参照ください。
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オーディオデータとスクラッチディスク設定
ソングファイルのオーディオデータについて
保存されていないソングドキュメントにオーディオを録音またはインポートした場合、オーディオはコンピューターの「スクラッチ
ディスクフォルダー」に書き込まれます。このオーディオはソングドキュメントを保存するとスクラッチディスクフォルダーからソン
グドキュメントに移されます。以後、すべての録音 / インポートされたオーディオはソングドキュメントに保存されます。

スクラッチディスクフォルダーの場所の変更
Reason Essentials はスクラッチディスクに未保存の新規ソングと分析データ（波形データと高品質タイムストレッチ / サンプルレート
変換データ）を保存します。

Reason Essentials のスクラッチディスクフォルダーはデフォルトではホームディレクトリのシステム Temp フォルダーにあります。ス
クラッチディスクの場所は手動で変えられます：

1. " 編集 " メニュー（Win）または "Reason Essentials" メニュー（Mac）から "環境設定 "を選択し、"高度設定 " タブをクリックし
ます。

2. " スクラッチディスクフォルダー "セクションの "変更 "ボタンをクリックします。
システムフォルダーブラウザが開きます。フォルダーを選択するか、新しく作成します。

3. スクラッチディスクフォルダーを置く場所を選択し、"OK" をクリックします。
4. コンピューターを再起動し、Reason Essentials を起動します。
D デフォルト設定に戻すには "ファイル位置 "ページの " リセット " ボタンをクリックします。

カスタムのスクラッチディスクフォルダー設定は取り除かれ、デフォルト設定に置き換えられます。変更を適用するにはコン
ピューターの再起動が必要です。

使用できないスクラッチディスクについて
Reason Essentials 起動時にカスタム設定したスクラッチディスクフォルダーが使用できない場合、次の警告が現れます：" 選択された
スクラッチディスクは使用できません。Reason Essentials はこのセッションでデフォルトスクラッチディスクを使用します。" これは
スクラッチディスクフォルダーをリムーバブルディスクに設定し、そのディスクが現在接続されていない場合などに起こります。

D デフォルトのスクラッチディスクフォルダーを使用するには "OK" をクリックします。

次回以降 Reason Essentials を起動したとき、カスタム設定したスクラッチディスクフォルダーを毎回検索します。起動時の検索は " リ
セット " ボタンでスクラッチディスクフォルダー設定をリセットするまで毎回行われます。
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「孤立」したオーディオストリームについて
一度でも保存したソングドキュメントでレコーディング中に、コンピューターが誤作動（停電などの理由で）した場合、保存されてい
ないオーディオレコーディングを少なくとも部分的に回復できる可能性は小さくありません：

1. コンピューターを再起動し、Reason Essentials を起動します。
2. コンピューターが誤作動したときに開いていたソングドキュメントを開きます。

ソングに未保存のオーディオレコーディングが含まれている場合、Reason Essentials はこれらを検索し、ソングに「孤立したオー
ディオストリーム」が含まれているという警告が現れます。これらを削除するか、新しいオーディオトラックに新しいクリップと
して取り入れるか選択できます。

! 注：回復できるのはオーディオレコーディングのみです。コンピューターの故障や誤作動で失った未保存のインストゥルメントト
ラックは回復できません。

スタンダードMIDI ファイルのインポートとエクスポート
Reason Essentials はスタンダード MIDI ファイル（SMF）をインポート / エクスポートできます。これにより Reason Essentials と他の
アプリケーションとの MIDI ファイルの交換が可能になります。

スタンダードMIDI ファイルのインポート
Reason Essentials シーケンサーへスタンダード MIDI ファイルをインポートするには：

1. 新しい空のソングドキュメントを作成します。
2. " ファイル "メニューから "MIDI ファイルのインポート "を選択します。

標準ファイルブラウザが開きます。

3. ブラウザにてスタンダードMIDI ファイル（.mid）を選択して "開く " をクリックします。
Reason Essentials シーケンサーに必要な数のトラックが作成されます。トラックには元の名前に、元の MIDI チャンネルを追加した
名前が付けられます。各トラックには空の ID8 デバイスが作成され、元のサウンドに最も近いサウンドがロードされます。このサ
ウンドはあくまでもインポートした MIDI ファイルを再生できるために選択されるもので、後でサウンドを変更、他のデバイスを選
択（REASON がインストールされている場合）できます。

･ インポートされたMIDI ファイルは各トラックのノートレーン上に、それぞれ１つ以上のノートクリップとして配置されます。

･ インポートしたファイルが「タイプ１」の場合、MIDI ファイルのトラック毎にシーケンサートラックが作成されます。

･ インポートしたファイルが「タイプ０」の場合（１トラックに複数チャンネルすべてのMIDI イベントが含まれる）、MIDI チャンネ
ル毎にシーケンサートラックが作成されます。

･ MIDI ファイルのテンポ設定、テンポオートメーション、拍子オートメーションはすべて認識されます。

･ MIDI ファイルのコントローラーデータはすべて含まれます。
これにより標準パフォーマンスコントローラー（ピッチベンド、モジュレーションホイール等）は正しく保持され、Reason 
Essentials でレコーディングした際と同様にノートクリップに含まれます。インポートした MIDI ファイルに個別の MIDI コントロー
ラーが含まれています場合、これらはインストゥルメントトラックの個別のオートメーションレーンに配置されます。ただしコン
トローラーによっては、MIDI ファイルを作成した時の MIDI インストゥルメントとラックデバイスで異なる「意味」を持っている
こともあり、この場合オートメーションクリップは無効になります（「無効なクリップについて」参照）。

オートメーションされたパラメーターには、ID8 デバイスパネルで緑色の枠が表示されます。これにより、不要なコントローラーオートメーションを
素早く見つけられます
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スタンダードMIDI ファイルのエクスポート 
Reason Essentials シーケンサーのインストゥルメントトラックとオートメーショントラックすべてをスタンダード MIDI ファイル

（SMF）としてエクスポートするには：

1. シーケンサーにてソングの終わる位置にエンドマーカーを移動します。
MIDI ファイルにはソングの始点からエンドマーカーまでの全トラックの全 MIDI イベントが含まれます。

2. " ファイル "メニューから "MIDI ファイルのエクスポート "を選択します。
標準ファイルブラウザが開きます。

3. ファイル名を入力し（任意）、ファイルのエクスポート先を指定してから "保存 " をクリックします。
MIDI ファイルのデフォルト名は、ソング名に ".mid" を追加したものになります。

Reason Essentials からエクスポートした MIDI ファイルは以下の仕様になります：

･ MIDI ファイルはタイプ１になります（Reason Essentials シーケンサーの各トラック毎にMIDI チャンネルが作成されます）。
トラック名は、Reason Essentials シーケンサーでの名前をそのまま使用します。

･ Reason Essentials シーケンサーはMIDI チャンネルを使用しないため、すべてのトラックはMIDI チャンネル１にアサインされま
す。

･ シーケンサーテンポ、テンポオートメーション、拍子オートメーションはMIDI ファイルに含まれます。

! Reason Essentials のインストゥルメントトラックは異なるタイプのデバイス（＋エフェクトなど）から構成できるため、エクス
ポートしたMIDI ファイルには実際のサウンドについての情報は含まれません。エクスポートしたMIDI ファイルにはインストゥル
メントトラックの情報、そのMIDI ノートとMIDI コントローラーデータについてのみ含まれています。そのためMIDI ファイルを
他のアプリケーションにインポートした後、手動で適したサウンドをアサインする必要があります。
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第 15章
オーディオのインポートと
エクスポート
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本章について
本章では Reason Essentials のオーディオインポートとエクスポート機能について説明します。

オーディオのインポート
オーディオフォーマット、サンプルレートとテンポマッチング
Reason Essentials シーケンサーは様々なサンプルレートと解像度のモノ / ステレオ WAV と AIFF ファイルのインポートとエクスポート
に対応しています。Reason Essentials はさらに REX（ReCycle rcy, rex と rx2）ファイルをインポートできます。同時に複数のオーディ
オトラックを、それぞれ異なるシーケンサーオーディオトラック、もしくは選択されたオーディオクリップ内の異なるコンプ列へイン
ポートできます。形式のファイルを同じオーディオトラックやオーディオクリップにインポートできます。例えば１つのオーディオ
ファイルは８ビットモノで 22.05 kHz、つぎは 24 ビットステレオで 192 kHz など。Reason Essentials はオーディオクオリティを保ちな
がら自動的にサンプルレートと解像度を変換します。インポートしたオーディオファイルにテンポデータが含まれている場合、
Reason Essentials はピッチを保持したまま、自動的にオーディオファイルを現在のソングテンポにマッチ（ストレッチ）します。

･ インポートしたオーディオファイルのサンプルレートが現在のオーディオハードウェアのサンプルレートと異なる場合、Reason 
Essentials は自動的にサンプルレート変換を行います。
瞬時の再生を可能にするため、まずリアルタイムのアルゴリズムで変換されます。バックグラウンドでは高品位のサンプルレート
変換が行われます。変換作業はトランスポートパネルの "CALC" インジケーターで示されます。変換作業が完了すると Reason 
Essentials は自動的に高品位変換されたファイルを再生し、"CALC" インジケーターは消えます。

Reason Essentials が高品位オーディオストレッチを行っている間、"CALC" インジケーターはプログレスバーを表示します

インポートしたオーディオのテンポマッチ
オーディオをシーケンサーにインポートした場合、オーディオクリップを手動でテンポマッチ（ストレッチ）するいくつかの方法があ
ります：

･ スケールテンポ「ツール」を使ってオーディオクリップを手動でストレッチ（「クリップのテンポをスケール」参照）。

･ ツールウィンドウのスケールテンポ機能を使用（「スケールテンポ」参照）。
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シーケンサーへのオーディオインポート
! ソングの保存時間を最小限に抑えるためには、多数または大きなオーディオファイルをインポートする前にソングを保存すること
を推奨します。

シーケンサートラックにひとつ以上のオーディオファイルをインポートするには：

1. " ファイル "メニューの "オーディオファイルのインポート "を選択、または [Ctrl]+[Shift](Win) または [Cmd]+[Shift](Mac) を押し
ながら [I] を押します。
" オーディオファイルのインポート " ダイアログが開きます：

2. インポートするオーディオファイル（WAV, AIFF, REX) をブラウズして選択します。
ひとつのオーディオファイルを選択すると、長さ、形式、サイズ、テンポ（ファイルに含まれている場合のみ）などの情報がダイ
アログの " 詳細 " セクションに表示されます。また " オーディション " セクションの " 再生 " ボタンをクリックしてファイルを試聴
できます。複数のオーディオファイルを選択すると、選択されたファイルの数と合計サイズが ” 詳細 ” セクションに表示されます。
複数オーディオファイルが選択されている場合は試聴はできません。

D さらにツールウィンドウのソングサンプルタブからもサンプルをインポートできます。すべてのソングサンプルは、オーディオ
ファイルインポートダイアログの左上の ”ロケーションとお気に入り ”セクションにある ”ソングサンプル ”フォルダーに入って
います。

! REX ファイルを選択した場合、インポート時にオーディオファイルとしてレンダーされます。この際、ソングテンポとソングポジ
ションマーカー位置のテンポオートメーションも考慮されます。インポート後、REX ファイルはインポートされた他のオーディオ
と同じように操作できます。

3. " 開く " をクリックしてオーディオファイルをインポートします。
" 編集 " メニューの " オーディオファイルのインポート " を選択した時点のエディットフォーカスの対象によって、オーディオファ
イルのインポート先は異なります。インポートされる時間位置は現在のソングポジションの位置になります：

･ シーケンサートラックリストのオーディオトラックがエディットフォーカスの対象であり、かつひとつのオーディオファイルをイ
ンポートする場合、インポートされたオーディオファイルはこのオーディオトラックに現在のソングポジション位置で新しいク
リップとして追加されます。

･ オーディオファイルインポートダイアログで複数のオーディオファイルを選択した場合、インポートされたオーディオファイルは
それぞれ新規オーディオトラックに、選択された順番に従って追加されます。

･ それ以外がエディットフォーカスの対象であり、かつひとつのオーディオファイルを選択した場合、このファイルのために新規
オーディオトラックが作成されます。
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開いてあるオーディオクリップへのオーディオファイルのインポート
シーケンサーで開いてあるオーディオクリップにオーディオファイルをインポートできます：

1. オーディオファイルのインポート先となるオーディオクリップをダブルクリックします。
クリップが開きます。

2. " ファイル "メニューの "オーディオファイルのインポート "を選択、または [Ctrl]+[Shift](Win) または [Cmd]+[Shift](Mac) を押し
ながら [I] を押します。
" オーディオファイルのインポート " ダイアログが開きます：

3. インポートするオーディオファイル（WAV, AIFF, REX）をブラウズし、選択します。
D さらにツールウィンドウのソングサンプルタブからもサンプルをインポートできます。すべてのソングサンプルは、オーディオ
ファイルインポートダイアログの左上の ”ロケーションとお気に入り ”セクションにある ”ソングサンプル ”フォルダーに入って
います。

! REX ファイルを選択した場合、インポート時にオーディオファイルとしてレンダーされます。この際、ソングテンポとソングポジ
ションマーカー位置のテンポオートメーションも考慮されます。

4. " 開く " をクリックしてオーディオファイルをインポートします。
オーディオファイルは新規コンプ列に、新しいレコーディングとしてインポートされます。インポートされたオーディオファイル
のコンプ列の名称は " ＜ファイル名．拡張子＞（Imported）" となり、＜ファイル名．拡張子＞はインポートされたオーディオファ
イルの名称と、wav, aiff, rcy または rx2 など拡張子となります。

ひとつまたは複数のオーディオを選択したかによって、次のことが起きます：

･ ひとつのオーディオファイルを選択した場合、オーディオクリップの最上部のコンプ列に配置されます。
オーディオクリップがシングルモードの場合、インポートされたオーディオファイルが現在有効なオーディオになります。クリッ
プがコンプモードの場合、クリップの既存レコーディングが有効なオーディオになります。

･ 複数のオーディオファイルを選択した場合、最初に選択したファイルが最上コンプ列に配置されます。
オーディオクリップがシングルモードの場合、最初に選択したオーディオファイルが現在有効なオーディオになります。クリップ
がコンプモードの場合、クリップの既存レコーディングが有効なオーディオになります。

q この後、オーディオクリップのコンプ列を通常通りに編集できます（詳しくは「コンプしたオーディオクリップの作成」をご参照
ください）。 

サンプルデバイスへのオーディオのインポート
NN-XT サンプラー、Redrum ドラムマシン、または Dr. Octo Rex ループプレーヤーに WAV, AIFF または REX（ReCycle）ファイルを
ロードする際、Reason Essentials はより多くのサンプルレートと解像度に対応します。また、１つのドラムサウンドは８ビットサンプ
ル、次のは 16 または 24 ビットサンプルなど、１つのデバイスに異なる形式のファイルを使用できます。
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オーディオのエクスポート
Reason Essentials からはいくつかの方法でオーディオをエクスポートできます。ソングを丸ごとエクスポートできるほか、個別のミキ
サーチャンネルからオーディオをエクスポート（バウンス）できます（ミキサー設定の反映可能）。また個別のオーディオクリップも
エクスポート（バウンス）できます。オーディオをエクスポート / バウンスする際は様々なサンプルレート、オーディオファイル形
式、そして解像度から選べます。

ソングまたはソングの一部のエクスポート
ソング内のすべての有効シーケンサートラックのミックスはふたつの方法でエクスポートできます：

･ " ファイル "メニューの "ソングをオーディオファイルに書き出す "はソングの始点からエンドポジションマーカーまでのミックス
をエクスポートします。

･ " ファイル "メニューの "ループをオーディオファイルに書き出す "は左ロケーターから右ロケーターまでのミックスをエクスポー
トします。

! ソングまたはループをエクスポートする際、Hardware Interface の出力１＆２の音声がオーディオファイルとして書き出されます。
その他の出力は無視されます。

ソングを丸ごと、またはソング内のループ範囲をエクスポートするには：

1. エンドポジションマーカーがソングが終わる位置にあることを確認します。ループをエクスポートする際はエクスポートするルー
プ範囲を左右ロケーターで囲っていることを確認します。

! エンドマーカー（ソングのエクスポート）または右ロケーター（ループのエクスポート）は残響が消えた後の無音の位置に置いて
下さい。でなければエクスポートされたオーディオファイルの終わりで音が途切れる可能性があります。

2. " ファイル "メニューから "ソングをオーディオファイルに書き出す "または "ループをオーディオファイルに書き出す "を選択し
ます。
" ソングをオーディオファイルに書き出す " または " ループをオーディオファイルに書き出す " ダイアログが開きます。

3. エクスポート先の場所、ファイル名、ファイル形式（AIFF またはWAV）を指定し、"保存 "をクリックします：

ファイル名を入力し、形式を選択

4. " オーディオ書き出し設定 "ダイアログでサンプルレート、ビットデプス（解像度）、ディザー設定を指定します。
16 ビットへエクスポートする場合はオプションでディザーを加えられます。ディザーとは高解像度オーディオを低いビット数にエ
クスポートする際に、低レベルの音質を向上するためにデジタル信号に追加されるノイズです。Reason Essentials には複雑なノイ
ズシェイピングを使用したディザーアルゴリズムを使用します。 

D 16 ビットでエクスポートする場合の音質を向上するには "ディザー " にチェックを入れます。

エクスポートするオーディオのサンプルレート、ビットデプス、そしてディザーを選択
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エクスポートしたオーディオファイルのテンポデータについて
エクスポートしたオーディオファイルにはオーディオデータの他、テンポデータも自動的に追加されます。テンポデータにはソングの
テンポの他、ソング / ループ内のテンポオートメーションの情報が含まれます。このようなオーディオファイルを他の Reason 
Essentials や RECORD ソングにインポートすると、自動的にそのソングのテンポにマッチされます。

もしエクスポートされる範囲内のオーディオがまだ高品位ストレッチされていない場合、エクスポート前にまず高品位ストレッチが行
われます。Reason Essentials が高品位ストレッチを実行している間、トランスポートパネルの "CALC" インジケーターにはプログレス
バーが表示されます：

Reason Essentials が高品位ストレッチを実行している間、"CALC" インジケーターにはプログレスバーが表示されます

･ オーディオファイルをエクスポートする際、高品位ストレッチが実行中である場合は、エクスポートダイアログにもプログレス
バーが表示されます。
高品位ストレッチが完了するとダイアログは閉じます。
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ミキサーチャンネルのバウンス
ミキサーチャンネルのバウンスとは、オーディオトラックチャンネルまたはミックスチャンネルのオーディオ出力を「録音」し、個別
のオーディオファイルを作成することです。作成されたオーディオファイルはディスクに保存、またはソング内の新たなオーディオト
ラックに追加できます。ディスクへのバウンスを選択すると、バウンスされたオーディオファイルは自動的に個別のオーディオファイ
ルとしてディスクに保存されます。新規トラックへのバウンスを選択すると、バウンスされたオーディオファイルは自動的にシーケン
サーの新しいオーディオトラックに追加されます。

「ディスクへのバウンス」オプションは外部アプリケーションでさらなる処理を個別のシーケンサートラックに施す場合などに最適で
す。「トラックへのバウンス」オプションは、多くのインストゥルメントトラックやエフェクトなどをレンダーすることにより、DSP
リソースを解放するために便利です。

バウンス範囲は曲全体、または左右ロケーター間を選択できます。またミキサー設定の反映の有無も選択できます。

ミキサーチャンネルをバウンスするには：

1. " ファイル "メニューから "ミキサーチャンネルをバウンス "を選択します。
" ミキサーチャンネルをバウンス " ダイアログが開きます：

" ミキサーチャンネルをバウンス " ダイアログ

" ミキサーチャンネルをバウンス " ダイアログを開くと、ミキサーチャンネルリストで既に選択されているチャンネルがあるかもし
れません。これはダイアログを開いた時にミキサーチャンネル（または相当するトラックやラックデバイス）が選択されていたか
によります。マスターセクションと FX リターンは自動的には選択されません；手動で選択する必要があります。
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2. バウンスするミキサーチャンネルのチェックボックスにチェックをいれます。必要であれば、ミキサーマスターセクションと任意
の FXリターンもバウンスできます。
リストのミキサーチャンネルはメインミキサーでの順番通りに表示されます；数値やアルファベット順ではありません。リストの
カラーはメインミキサーのチャンネルストリップの色に相当します。マスターセクションは常に " マスターセクション " と表示さ
れ、８つの FX リターンは "FX 1 (< 名前 >)" と表示されます（< 名前 > はメインミキサーのラベルに表示された FX 名になります）。
FX リターンを選択するとソング内のリバーブや他のセンド FX をバウンスできます。" ミキサー設定を適用＝すべて "（下記参照）
の場合、FX リターンレベル / パン / ミュートの後の信号がバウンスされます。その他の設定では FX リターン入力の信号がバウン
スされます。

D すべてのチェックボックスにチェックを入れるには"すべて選択"ボタンを、すべてからチェックを外すには"すべて選択解除"ボタン
をクリックします。

3. 適用する（またはしない）チャンネル設定を "ミキサー設定を適用 "セクションのボタンで選択します。
D ミキサーチャンネルのインサート FX、レベルとパンを含む、すべての設定を適用してバウンスするには "すべて "を選択します。

パンパラメーターも含まれるため、モノミキサーチャンネルもステレオオーディオファイルとしてバウンスされます。

D ミキサーチャンネルのインサート FXを適用し、レベル、パン、ステレオ幅、ミュートは無視してバウンスするには "フェーダーセク
ション以外すべて "を選択します。
ステレオミキサーチャンネルはステレオオーディオファイルとして、モノミキサーチャンネルはモノオーディオファイルとしてバ
ウンスされます。マスターセクションではインサート FX とマスターコンプレッサは適用されますが、マスターフェーダーは適用さ
れません。

D ミキサーチャンネルパラメーターやインサートFXを適用せず、ミキサーチャンネルストリップの前の信号をバウンスするには"なし
"を選択します。
オーディオトラックにステレオファイルがある場合（ミックスチャンネルの場合はステレオ接続されている場合）はステレオファ
イルにバウンスされます。その他ではモノファイルとしてバウンスされます。

4. バウンスしたファイルの最大レベルを０ dBにするには "ノーマライズ "を有効にします。
ノーマライズはバウンスしたファイルを他のアプリケーションで使用する際にレベルを大きくするため、また信号クリッピングを
抑制するために便利な機能です。

5. " バウンス範囲 "セクションでバウンスの範囲を選択します。
D 曲全体をバウンスするには "ソング "を選択します（ソング始点からエンドマーカーまで）。

D 左右ロケーターの間をバウンスするには "ループ " を選択します。

! エンドマーカー（ソングのバウンス）または右ロケーター（ループのバウンス）は残響が消えた後の無音の位置に置いて下さい。
でなければバウンスされたオーディオファイルの終わりで音が切れる可能性があります。

6. " 次へバウンス "セクションでミキサーチャンネルのバウンス先を選択します。
D ミキサーチャンネルをソング内の新しいオーディオトラックへバウンスするには "ソング内の新規トラック "を選択します。

" ソング内の新規トラック " を選択すると、ダイアログのファイル形式設定と " テンポトラックを書き出し（.MID）" が無効になり
ます。オーディオは浮動小数点 32 ビットにて現在のソングのサンプルレート（ハードウェアオーディオインターフェースの設定）
でレンダーされます。

"OK" をクリックすると選択されたミキサーチャンネル毎に新しいオーディオトラックが作成され、それぞれにオーディオクリップ
が作成されます。ミキサーチャンネルのオーディオは、オーディオクリップ内のコンプ列にレコーディングとしてレンダーされま
す。

新しいオーディオトラックは相当する（元の）ミキサーチャンネルの色と名称を継承します。オーディオクリップは色を継承しま
すが、名称（ラベル）は未設定となります。

コンプ列の新しいレコーディングにはバウンス元のミキサーチャンネル名に "(Bounced)" を追加した名前が付きます。例えばミキ
サーチャンネル名が "Picked Guitar" であれば、レコーディング名は "Picked Guitar (Bounced)" になります。

" バウンス元のチャンネルをミュート " を選択すると、バウンス元のミキサーチャンネルはバウンス後にすべてミュートされます。
ミュートボタンにオートメーションレーンがある場合は、レーンの "ON" ボタンが無効になります。

! " バウンス元のチャンネルをミュート "設定はマスターセクションと FXリターンには適用されません。
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D ミキサーチャンネルをオーディオファイルとしてディスクへバウンスするには "オーディオファイルとしてディスクへ "を選択しま
す。
" オーディオファイルとしてディスクへ " を選択すると、ダイアログの " バウンス元のチャンネルをミュート " オプションが自動的
に無効になります。

" ファイル形式 " セクションでファイルタイプ、サンプルレート、ビットデプス、とディザー設定を指定します。

"OK" をクリックすると保存ダイアログが開き、保存先のフォルダーを選択、または作成できます。" 保存 " をクリックすると選択
されたミキサーチャンネル毎にオーディオファイルが作成され、"Bounced < ソング名 >" というサブフォルダーに保存されます。
すべてのオーディオファイルは " ファイル形式 " セクションで指定したファイルタイプ、サンプルレートとビットデプスで作成され
ます。

オーディオファイルはバウンス元のミキサーチャンネル名を継承し、ファイルタイプの拡張子が追加されます。選択された複数の
ミキサーチャンネルが同一名である場合は、拡張子の前に数値（"-01" から）が自動的に追加されます。

バウンスされたオーディオファイルにはソングテンポとテンポオートメーション情報が含まれます。これらオーディオファイルを
他の Reason Essentials や RECORD ソングにインポートすると、自動的にソングテンポにストレッチされます。

" テンポトラックを書き出し（.MID）" を有効にするとバウンスファイルとは別に、ソングテンポとテンポオートメーションデータ
を含んだ MIDI ファイルがエクスポートされます。MIDI ファイルにはソング名が使用され、拡張子 ".MID" が追加されます。この
MIDI ファイルは他の Reason Essentials や RECORD ソングのテンポオートメーションレーン、または他の DAW のテンポトラックに
インポートして、ソングテンポを設定、またはテンポオートメーションを制御できます。

! " テンポトラックの書き出し "は " 次へバウンス "セクションの "オーディオファイルとしてディスクへ "、さらに " バウンス範囲 "
は " ソング " に設定した際のみに選択可能です。

オーディオクリップのバウンス

クリップをディスクへバウンス "機能
" クリップをディスクへバウンス " 機能は１つのオーディオクリップが選択されている時（アレンジ、またはエディットモード）に使
用できます。この機能は個別のオーディオクリップを、クリップレベルとフェードを含み、ミキサーチャンネル設定を含まない状態で
バウンスします。オーディオクリップをディスクにバウンスするには：

1. バウンスファイルの保存場所、ファイル名とファイルのフォーマット（AIFF またはWAV）を指定してから "保存 " をクリックしま
す。
" クリップをオーディオファイルに書き出す " ダイアログが表示されます。このダイアログは " ソングをオーディオファイルに書き
出す " と " ループをオーディオファイルに書き出す " ダイアログと同じ外観と機能を持っています。

2. バウンスファイルの保存場所、ファイル名とファイルのフォーマット（AIFF またはWAV）を指定してから "保存 " をクリックしま
す。

（ファイルのデフォルト名はクリップ名＋拡張子、クリップ名がない場合はトラック名＋拡張子になります。）

ファイル名とファイルフォーマットを指定

3. " オーディオ書き出し設定 "ダイアログでサンプルレート、ビットデプス（解像度）、ディザー設定し、"書き出し "をクリックしま
す：
16 ビットへエクスポートする場合はオプションでディザーを加えられます。ディザーとは高解像度オーディオを低いビット数にエ
クスポートする際に、低レベルの音質を向上するためにデジタル信号に追加されるノイズです。Reason Essentials は新しく、複雑
な、ノイズシェイピングを使用したディザーアルゴリズムを使用します。
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D 16 ビットでエクスポートする場合の音質を向上するには "ディザー " にチェックを入れます。

エクスポートするオーディオのサンプルレート、ビットデプス、そしてディザーを選択

エクスポートされたオーディオファイルには「エクスポートしたオーディオファイルのテンポデータについて」の記述のようにテ
ンポデータが含まれます。

” クリップを新規サンプルへバウンス ”機能について
オーディオクリップを新しいソングサンプルへバウンスすることもできます。バウンス後にはサンプルを編集し、サンプラーデバイス
に読み込んで再生できます。

詳しくは「シーケンサーでのオーディオ編集」章の「クリップを新規サンプルへバウンス」をご参照ください。

" クリップを新しいレコーディングへバウンス "機能について
オーディオクリップを新しいレコーディングとして、オーディオクリップの新規コンプ列にバウンスできます。これは非破壊の " フ
ラット化 " 処理のような操作です。この機能はクリップ出力（クリップレベルとフェードイン / アウト設定は無視されます）から新し
いレコーディングを作成します。新しいレコーディングはクリップのコンプ列リストの最上コンプ列に追加されます。その後オーディ
オクリップは自動的にシングルモードに切り替えられます。

詳しくは「シーケンサーでのオーディオ編集」章の「クリップを新規レコーディングへバウンス」をご参照ください。



第 16章
サンプリング
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本章について
本章はソングの中でのサンプリング、サンプルの編集、そして管理について説明します。サンプルの録音再生が可能なデバイスについ
ての詳細は「NN-XT サンプラー」と「Redrum  ドラムコンピューター」の章をご参照ください。

概要
サンプリング機能は外部オーディオ（または他のデバイスの出力）のサンプリングと、サンプルファイルに対応した全デバイス（NN-
XT と Redrum）でのサンプル使用を可能にします。

ワンクリックサンプリング
サンプリングのワークフローは、インスピレーションの邪魔にならぬよう、可能な限り素早く簡単に行えるようにできています。どの
サンプリングデバイス（NN-XT と Redrum）でも、サンプリングボタンをクリックまたはクリック＆ホールドするだけでサンプリング
を瞬時に開始できます：

NN-XT と Redrum のサンプリングボタン

またツールウィンドウのソングサンプルタブからもいつでもサンプリングできます。ラックにサンプルプレーヤーデバイスがなくても
サンプリングが可能です（「未アサインサンプルのレコーディング」参照）。

サンプリングの詳しい手順に関しては「サンプリングの手順」をご参照ください。

サンプル編集ウィンドウ
すべてのサンプリングパラメーターと機能はひとつのウィンドウ - サンプル編集ウィンドウ - にて制御します。このウィンドウは上記
のデバイスへ、またはツールウィンドウのソングサンプルタブからサンプリングする際に使用します。詳しくは「サンプルの編集」を
ご参照ください。

サンプルを表示したサンプル編集ウィンドウ
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サンプル形式、レート、解像度について
Reason Essentials でサンプリングを行う際、作成されるオーディオファイルは WAV 形式で保存されます。サンプルレートは環境設定
のオーディオタブの設定に従います（「オーディオ設定」参照）。解像度（ビットデプス）はご使用のオーディオハードウェアの設定ア
プリケーションで指定します（設定方法はオーディオハードウェアのマニュアルをご参照ください）。Propellerhead Balance オーディ
オインターフェースをご使用の場合、解像度は 24 ビットに固定されます。

Reason Essentials はサンプルレートと解像度については完全に自由に対応できます。例え作業中にオーディオ設定を変更しても、サン
プルの音程や再生速度などは影響されません。オーディオの設定に関係なく、サンプルは常に同じように聞こえます。

一般的なサンプリング機能
サンプリングの準備
外部オーディオ、つまりコンピューターに接続したオーディオハードウェアにつないだマイクまたは楽器の音をサンプルするには、ま
ず環境設定のオーディオタブにて希望するオーディオ入力が設定されていることをご確認ください（「有効な入力と出力チャンネル」
参照）。使用可能なオーディオ入力はラックの Hardware Interface で黄色または緑色の LED で示されます：

オーディオ入力ソースの選択
サンプリングを始める前に、まず Hardware Interface でいくつかの接続を行う必要があります：

1. Hardware Interface を表示し、[Tab] を押してラックを裏返します。
2. ”Sampling Input”（サンプリング入力）へ次のようにケーブルを接続します：
D 外部オーディオをサンプルするには、希望するオーディオ入力端子をHardware Interface 裏パネル左側にあるサンプリング入力端
子に接続します。

D ラックデバイスのオーディオをサンプルするには、そのデバイスのオーディオ出力をHardware Interface のサンプリング入力端子
に接続します。

･ ステレオでサンプルするには、左右両方のサンプリング入力端子にケーブルを接続します。

･ モノでサンプルするには、片方のサンプリング入力端子のみにケーブルを接続します。

ステレオでサンプリングするためにオーディオ入力 1 ＆ 2 をサンプリング入力 L&R に接続
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オーディオ入力レベルの設定
Hardware Interface のサンプリング入力へ必要な接続を終えたら、クリッピングが起こらぬようにオーディオ入力レベルを確認しま
す。コンピューターのオーディオハードウェアを介して外部オーディオをサンプルする場合、信号レベルはソース、つまりオーディオ
ハードウェアのプリアンプ（もしくは接続した楽器）で調整します。この際 Hardware Interface のビッグメーターを使えば、入力レベ
ルをより簡単に確認できます。

D 信号レベルが 0ｄBを超過してクリッピングを起こさないよう、ソースでレベルを調整します。

D 内部ソース（ラックデバイスの出力）をサンプリングする場合、サンプリング入力をビッグメーターにアサインしてレベルを確認
しながら、ソースデバイスの出力レベルを調整します。

モニタリングとモニタリングレベル
Hardware Interface の左側には、サンプリング入力信号のモニタリング（試聴）に関する２つのボタンと１つのノブがあります：

D サンプリング入力信号を試聴するにはモニタリングボタンをクリックします。
サンプリング中でなくても常にモニタリングはオンになります。

D ”Auto” ボタンをクリックすると、サンプリング中のみモニタリングが有効になります。
サンプリングが実行されている間のみモニタリングが行われます。サンプリング中以外はモニタリングされません。

D 試聴レベルを調整するにはモニタリングノブを回します。

! モニタリングレベルノブはサンプリングされる信号のレベルには影響しません - 試聴レベルのみを制御します。
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サンプリング
サンプルボタン
NN-XT と Redrum デバイスには 1 つ以上のサンプルボタンが備わっています。またツールウィンドウのソングサンプルタブにもサン
プルボタンがあります（「未アサインサンプルのレコーディング」参照）。サンプルボタンは各デバイスで次の位置に付いています：

NN-XT と Redrum のサンプルボタン

サンプリングの手順
サンプリングは基本的に２つの方法で実行できます：

･ 「アサインされたサンプル」のサンプリング - デバイスパネルのサンプルボタンをクリックまたはクリック＆ホールドすることで、
サンプルを直接デバイスに取り込みます。

･ 「未アサインサンプル」のサンプリング - サンプラーデバイスにアサインされていないサンプルの作成。

いずれの方法でも、サンプルレートは現在のオーディオハードウェア設定に従います（「オーディオ設定」参照）。

デバイスへのサンプリング（NN-XT、Redrum）
1. 必要な接続と、「サンプリングの準備」の記述どおりにレベルの設定を行ったかご確認ください。
2. デバイスのサンプルボタンをクリックします。
D もしくはサンプリングを実行する間、サンプルボタンをクリック＆ホールドします。

「クリック＆ホールド」方式の場合、マウスボタンを放すと同時にサンプリングが終了します。作成されたサンプルはデバイスと、
ツールウィンドウのソングサンプルタブに取り込まれます。

! Redrumへサンプリングする場合は、希望するドラムチャンネルのサンプルボタンをクリック＆ホールドしてください。

波形と移動する「再生ヘッド」が表示されます：

3. サンプルしたい音を演奏、再生、または歌います。
Hardware Interface のサンプリング入力にオーディオ信号が送られると、波形ディスプレイに波形が表示されます。

! サンプルオーディオのバッファサイズは 30 秒です。30 秒が経過すると再生ヘッドは始点に戻り、前回サンプルされたオーディオ
は消去されます。

再生ヘッド
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D 手動でサンプリングをやり直す場合は、サンプリングの再開ボタンをクリックします：

「サンプリングの再開」ボタン

サンプルされたオーディオは消去され、再生ヘッドは強制的に始点から再開始します。

! 注：「クリック＆ホールド」方法ではこのようにサンプリングを再開できません。

4. 納得いくレコーディングができたら、波形ディスプレイのサンプリング停止ボタンをクリックします。

「サンプリング停止」ボタン

波形ディスプレイは閉じ、サンプルは自動的にデバイスに取り込まれ、すぐに演奏できる状態になります：

デフォルトのサンプル名は「Sample+ 番号」になります。サンプル内のオーディオが始まる前の無音部分は自動的に無視されます。
サンプル全体は保持されますが、こうすることによって再生する前にサンプルスタートを編集する手間が省けます。

デバイスに読み込まれるほか、サンプルへのショートカットがツールウィンドウのソングサンプルタブにある「アサイン済みサンプ
ル」フォルダー内の相当デバイスアイコンの下に追加されます：

ここにはソングで使用されているすべてのサンプルがリスト表示されます（「ソングサンプルタブ」参照）。さらにここから編集のため
にサンプルを開くことができます（「サンプルの編集」参照）。
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未アサインサンプルのレコーディング
デバイスに直接サンプルしたくない場合は、ツールウィンドウのソングサンプルタブから「未アサインサンプル」をレコードできま
す。これらは後からデバイスにアサインすることもできます。

サンプリング方法は、ツールウィンドウのソングサンプルタブの下部にあるサンプルボタンをクリックして開始する以外は、上記「デ
バイスへのサンプリング（NN-XT、Redrum）」の記述と同一です：

ツールウィンドウ、ソングサンプルタブのサンプルボタン

! 注：ソングサンプルタブからサンプリングを行う場合は「クリック＆ホールド」方式は使用できません！

波形ディスプレイと移動再生ヘッドが現れます。納得いくレコーディングができたら、波形ディスプレイのサンプリング停止ボタンを
クリックします。サンプルはソングサンプルタブの ” 格納されたすべてのサンプル ” フォルダーに追加され、さらに ” 未アサインサン
プル ” フォルダーにショートカットが作成されます。サンプル名は「Sample+ 番号」になります。サンプルを再生するには ” 格納され
たすべてのサンプル ” フォルダーで選択し、ソングサンプルタブの再生ボタンをクリックします（「ソングサンプルタブ」参照）。
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ソングサンプルタブ
ツールウィンドウのソングサンプルタブにはソングで使用されているすべてのサンプルがリスト表示され、試聴や編集のためにアクセ
スできます。自分のサンプルの他、ソングに使用されているすべてのファクトリーサンプルと ReFill サンプルも試聴、編集できます！

ツールウィンドウのソングサンプルタブ
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ツールウィンドウのソングサンプルタブには次の項目があります：

･ アサイン済みサンプル フォルダー
ここにはソングのデバイスにアサインされたすべてのサンプルがリスト表示されます。サンプルをアサインされているデバイスは
サブフォルダーとして表示されます。各デバイスのサブフォルダーには現在そのデバイスにアサインされているサンプルが示され
ます。サンプルは Factory Soundbank、その他の ReFill、または自分のファイルから読み込めるため、リストではすべてショート
カットとして表示されます。詳しくは「アサイン済みサンプル」をご参照ください。

･ 未アサインサンプル フォルダー
ツールウィンドウの下部のサンプルボタンを使ってサンプルした、現在のソングのサウンドが表示されます（「サンプルボタン」参
照）。ツールウィンドウのサンプルボタンを使ってサンプリングすると、サンプルは未アサインの状態になります（デバイスからサ
ンプルされていないため）。詳しくは「未アサインサンプル」をご参照ください。

･ 格納されたすべてのサンプル フォルダー
自分でサンプルしたサウンド、そして Factory Soundbank や他の ReFill から複製したサンプルは自動的にソングに格納、保存され
ます。これらサンプルは ” 格納されたすべてのサンプル ” フォルダーに表示されます。詳しくは「格納されたサンプルについて」
をご参照ください。

･ 再生ボタンと自動再生チェックボックス
サンプルを試聴するには、ソングサンプルリストで選択してから ” 再生 ” ボタンをクリックします。” 自動再生 ” にチェックを入れ
ると、リストでサンプルを選択するだけで自動的に再生されます。

･ ボリュームスライダー
このスライダーでサンプルの試聴音量を調整します。サンプルファイル自体のレベルには影響しません。

･ サンプルボタン
このボタンをクリックして、Hardware Interface のサンプリング入力に入力された信号をサンプルします。
詳しくは「未アサインサンプルのレコーディング」をご参照ください。

･ 編集ボタン
このボタンをクリックして、選択されているサンプルをサンプル編集ウィンドウで開きます（「サンプル編集ウィンドウ」参照）。

･ 複製ボタン
このボタンをクリックして、選択されているサンプルを複製します。複製されたサンプルは ” 格納されたすべてのサンプル ” フォ
ルダーに追加されます。詳しくは「サンプルの複製」をご参照ください。

･ 削除ボタン
このボタンをクリックして、選択されているサンプルをソングから完全に削除します。ただし Factory Soundbank と ReFill のサン
プルは元の場所からは削除されません - ソングドキュメントのみから削除されます。詳しくは「ソングからサンプルを削除」をご
参照ください。自分でレコードしたサンプルは、ディスクへ書き出し（下記「書き出しボタン」参照）していない限り、永久的に
削除されます。

･ 書き出しボタン
このボタンをクリックして、選択されているサンプルをディスクへ書き出します。ファイル形式を指定するダイアログが開きます。
ただし Factory Soundbank と ReFill のサンプルを書き出すことはできません。詳しくは「サンプルの書き出し」をご参照ください。
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サンプルの編集
サンプル編集ウィンドウ
ツールウィンドウのソングサンプルタブの ” 格納されたすべてのサンプル ” フォルダーにあるサンプルはすべて編集できます。

ソングサンプルタブのいずれのフォルダーにあるサンプルまたはショートカットをダブルクリック、もしくは選択してから ” 編集 ” ボ
タンをクリックすると、そのサンプルをサンプル編集ウィンドウで開きます：

サンプル編集ウィンドウで開いたサンプル
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サンプル編集ウィンドウは、ウィンドウの枠をクリック＆ドラッグすることで自由にサイズ変更できます。ウィンドウを縦方向にサイ
ズ変更すると、波形表示も縦にサイズ変更されます。

･ 取り消しとやり直しボタン
” 取り消し ” と ” やり直し ” ボタンはサンプル編集ウィンドウに限定される以外は、メインウィンドウメニューの取り消しとやり直
しと同じように機能します。サンプル編集ウィンドウの取り消し / やり直しは 10 操作に限られています。” 保存 ” ボタンをクリッ
クした後でも、メインウィンドウの取り消し機能を使えばサンプルに加えた編集を取り消せます。

･ クロップボタン
このボタンをクリックすると、スタート（S) とエンド（E) の間の内容が保持され、それ以外はクロップ（切り捨て）られます。両
端のサンプルデータは永久的に消去されます。詳しくは「サンプルのクロップ」をご参照ください。

･ ノーマライズボタン
このボタンをクリックすると、最も大きな音のピークが 0ｄB になるようにサンプル全体のレベルが増幅されます。この際、ロケー
ター位置に関係なくサンプル全体がノーマライズされます。詳しくは「サンプルのノーマライズ」をご参照ください。

･ リバースボタン
このボタンをクリックすると、サンプル全体がリバース（前後逆転）されます。この際、ロケーター位置に関係なくサンプル全体
がリバースされます。詳しくは「サンプルのリバース」をご参照ください。

･ フェードインとフェードアウトボタン
” フェードイン ” と ” フェードアウト ” ボタンはサンプルにフェードインとフェードアウトを加えます。詳しくは「サンプルの
フェードイン / アウト」をご参照ください。

･ ループモードボタン
ループモードボタンをクリックしてループタイプを選択します。デフォルト設定（左ボタン）は「ループなし」です。他のモード
は「前方向ループ」と「前後ループ」です。詳しくは「サンプルのループ」をご参照ください。

･ 波形表示
現在開いているサンプルが 1 つ（モノ）または 2 つ（ステレオ）の波形として表示されます。スタート（S) とエンド（E) マーカー
もここに表示されます。スタートロケーターはサンプル内でオーディオが始まる位置にデフォルトで配置されます。これにより、
オーディオが始まる前にサンプリングを開始した場合でも、再生を開始するとすぐにオーディオが聞こえます。そのため大抵の場
合、手動でスタートロケーターを移動する必要はありません。

･ 波形ナビゲーター
波形表示の下には横方向波形ナビゲーターがあります。これはシーケンサーのソングナビゲーターと同じように操作できます（「ナ
ビゲーターでスクロール」、「シーケンサーでズーム」と「ホイールマウスでスクロールとズーム」参照）。

･ サンプルのスタート / エンドを設定 ボタン
再生範囲を指定するには、まず波形表示でクリック＆ドラッグして範囲を選択します。次に ” サンプルのスタート / エンドを設定 ”
ボタンをクリックすると、選択範囲の始点と終点にそれぞれスタートとエンドロケーターが移動します（詳しくは「サンプルのス
タート / エンドを設定」をご参照ください）。

･ サンプルスタート /エンドをトランジェントにスナップ チェックボックス
このオプションにチェックを入れてスタートとエンドロケーターを移動すると、適正なトランジェントにスナップします。これに
よりサンプル再生に適したスタート / エンド位置を見つけやすくなります。

･ ループクロスフェード チェックボックス
このオプションにチェックを入れると、ループ点にクロスフェードが追加されます。クロスフェードはループ点のクリックノイズ
を減少し、特にループ範囲の音量が一定であるサウンドに効果的です。詳しくは「ループクロスフェード機能」をご参照ください。

･ ループを設定 ボタン
ループ範囲を指定するには、まず波形表示でクリック＆ドラッグして範囲を選択します。次に ” ループを設定 ” ボタンをクリック
すると、選択範囲の始点と終点にそれぞれ左右ループロケーターが移動します。詳しくは「ループを設定」をご参照ください。
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･ 再生ボタン、ソロチェックボックス、ボリュームスライダー
再生ボタンをクリックすると、再生ヘッドの現在位置からサンプルの終点までサンプルを再生します。再生が開始するとボタンは ”
停止 ” に変わり、クリックすると再生停止します。この機能はサンプルがループされている場合に便利です。また再生 / 停止ボタ
ンを使う代わりに [ スペースバー ] でサンプルを再生 / 停止できます。

ソロにチェックを入れるとサンプル再生がソロされます。この機能はソングを再生していて、サンプルのみを聞きたい時に便利で
す。

右側のボリュームスライダーでサンプルの再生ボリュームを調整します。

･ ルートキー
スピンコントロールまたは表示にノート値を入力して、サンプルのルートキー（音程）を設定します。

･ 名前
希望するサンプル名を入力します。” 保存 ” をクリックすると、ツールウィンドウのソングサンプルリストに表示されていた元の名
前が書き換えられます。詳しくは「サンプル名の変更」をご参照ください。

･ 保存とキャンセルボタン
” 保存 ” をクリックしてサンプルを保存します。サンプルはツールウィンドウのソングサンプルリストに表示されます。詳しくは

「編集したサンプルの保存」をご参照ください。

” キャンセル ” をクリックすると、サンプル編集ウィンドウは閉じ、現在のサンプルに施した編集は破棄されます。

サンプルスタートとエンドの設定
1. ツールウィンドウのソングサンプルリストでサンプルをダブルクリックして開きます。

サンプルはサンプル編集ウィンドウで開きます。

Reason Essentials で自分で録音したサンプルの場合、スタート（S) ロケーターは自動的に最初のトランジェントの位置に配置され
ています。再生ヘッドも自動的にスタートマーカーの位置に配置されます。

2. 必要であればスタートロケーターをサンプル編集ウィンドウのルーラー上でクリック＆ドラッグしてスタートの位置を調整します。
サンプルを再生するには ” 再生 ” ボタンをクリックするか、[ スペースバー ] を押します。
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q ロケーターの微調整をより簡単に行うには、波形ナビゲーターを使って波形にズームインすると良いでしょう。波形ナビゲーター
はシーケンサーのソングナビゲーターと同じように操作します -「シーケンサーでズーム」と「ホイールマウスでスクロールとズー
ム」参照。

D ” サンプルスタート / エンドをトランジェントにスナップ ”にチェックを入れると、ロケーターはサンプル内のトランジェントにス
ナップします。

3. エンドロケーター位置を調整するには、サンプル編集ウィンドウのルーラー上をクリック＆ドラッグします。

サンプルのスタート / エンドを設定
サンプルのスタートとエンド位置の設定は、” サンプルのスタート / エンドを設定 ” 機能でも行えます：

1. 波形表示をクリック＆ドラッグして希望する再生範囲を選択します。

選択した範囲は青くハイライトされます。

2. ” サンプルのスタート /エンドを設定 ”ボタンをクリックします。

スタートとエンドロケーターはそれぞれ選択範囲の始点と終点位置に自動的に移動されます。

3. 波形表示上をクリックしてハイライトを解除します。
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サンプルのクロップ
サンプルのクロップとは、必要ない部分（例えば前後の無音部分）を切り捨てて削除することです。サンプル編集ウィンドウのクロッ
プ機能ではスタートとエンドロケーターの間にある部分以外、または選択されハイライトされている範囲以外はすべて削除されます。
次のように操作します：

1. スタートとエンドロケーターを希望する位置に移動します（「サンプルスタートとエンドの設定」参照）。
またはサンプル編集ウィンドウ上でクリック＆ドラッグして保持したい部分をハイライトします。

2. サンプル編集ウィンドウの ”クロップ ”ボタンをクリックします。

･ サンプル編集ウィンドウ上でクリック＆ドラッグして希望範囲をハイライトした場合、ハイライトされていない部分がすべて永久
的に削除されます。

･ ハイライトしていない場合は、スタートロケーターより前の部分とエンドロケーターの後の部分が永久的に削除されます。

サンプルのノーマライズ
ノーマライズとはサウンド内で最も大きいピークが 0ｄB になるようにサンプルのボリュームを増幅することです。ノーマライズ機能
はサンプル全体、もしくはハイライトされた部分に適用されます。

1. サンプル編集ウィンドウ上をクリック＆ドラッグして、ノーマライズしたい範囲をハイライトします。
サンプル全体をノーマライズする場合は、範囲を選択する必要はありません。

2. サンプル編集ウィンドウの ”ノーマライズ ”ボタンをクリックします。

･ サンプルの一部分をハイライトした場合は、ハイライトされた範囲のみがノーマライズされます。

･ サンプルの一部分をハイライトしてない場合は、サンプル全体がノーマライズされます（ロケーター位置は関係ありません）。
サンプル全体がノーマライズされるため、サウンドに入っているノイズも増幅されます。

ノーマライズ処理後には、新しいレベルを反映するために波形が再描画されます。

! サンプルの最大レベルが既に 0ｄBの場合、ノーマライズを実行してもレベルは変わりません。

サンプルのリバース
サンプルのリバースとは逆再生、つまり終点から始点へ再生することです。リバース機能はサンプル全体、もしくはハイライトされた
部分を前後逆転します。

1. サンプル編集ウィンドウ上をクリック＆ドラッグして、リバースしたい範囲をハイライトします。
サンプル全体をリバースする場合は、範囲を選択する必要はありません。

2. サンプル編集ウィンドウの ”リバース ”ボタンをクリックします。

･ サンプルの一部分をハイライトした場合は、ハイライトされた範囲のみがリバースされます。
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･ サンプルの一部分をハイライトしてない場合は、サンプル全体がリバースされます（ロケーター位置は関係ありません）。
リバース処理後には、新しいオーディオを反映するために波形が再描画されます。

サンプルのフェードイン / アウト
サンプルの始点 / 終点のクリックやポップノイズを取り除くには短いフェードが効果的です。また長いフェードでサウンドをスムーズ
にフェードイン / アウトできます。

1. 波形表示上をクリック＆ドラッグして、フェードイン（またはフェードアウト）範囲を指定します。

指定した範囲は青くハイライトされます。

2. ” フェードイン ”（または ”フェードアウト ”）ボタンをクリックします。

フェードインボタンをクリックすると、ハイライトの始点で無音、終点では現在のボリュームになるようにフェードインが作成さ
れます：

フェードアウトボタンをクリックすると、ハイライトの始点では現在のボリューム、終点では無音になるようにフェードアウトが
作成されます

フェード処理後には、新しいボリュームレベルを反映するために波形が再描画されます。

3. 波形表示をクリックしてハイライトを解除します。
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サンプルのループ
サンプルのループとは、サンプル始点から再生開始した後、サンプル内で指定した範囲を繰り返し再生することです（通常は MIDI マ
スターキーボードでキーを押さえている限り反復再生を続けます）。実際の使用では、サンプルをループすることによって短いサンプ
ルからより「長い」サウンドを作ります。例えばフルートサンプルの中央部分をループすることで、サウンドのサステインを好きなだ
け伸ばすことができます。

サンプル編集ウィンドウでは２つのループモード（デフォルトの「ループなし」モードを除く）が使用できます：

･ 前方向ループ
前方向ループモードではサンプルはスタートロケーターから右ループロケーターまで再生した後、左ループロケーターから右ルー
プロケーターへの再生を繰り返します。

･ 前後ループ
前後ループモードではサンプルはスタートロケーターから右ループロケーターまで再生した後、右ループロケーターから左ループ
ロケーターまで逆再生してから右ループロケーターまでの再生を繰り返します。

ループロケーターの調整
1. 前方向ループまたは前後ループボタンをクリックします。

左（L) と右（R) ループロケーターが波形表示に現れます。

2. サンプルを再生しながら好みに応じてループロケーターの位置を調整します。
必要であれば波形にズームインして、より適切なループポイントを見つけます。

D ループサウンドをスムーズにするには「ループクロスフェード機能」の記述どおりにクロスフェードを活用すると良いでしょう。
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ループを設定
サンプルのループ範囲は ” ループを設定 ” 機能でも指定できます：

1. 波形表示上をクリック＆ドラッグして、希望するループ範囲を指定します。

指定した範囲は青くハイライトされます。

2. ” ループを設定 ”ボタンをクリックします。
左右ループロケーターはそれぞれ選択範囲の始点と終点に自動的に移動します。

3. 波形表示をクリックしてハイライトを解除します。
D ループサウンドをスムーズにするには「ループクロスフェード機能」の記述どおりにクロスフェードを活用すると良いでしょう。
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ループクロスフェード機能
クロスフェードはループ点のクリックノイズやトランジェントを減少し、特にループ範囲の音量が一定であるサウンドに効果的です。
ループクロスフェード機能は、ループロケーター付近にスムーズなボリュームクロスフェードを作成します。

D ” ループクロスフェード ”ボックスにチェックを入れると、自動的にループ点にクロスフェードが追加されます。

･ ループクロスフェード機能が有効な時に左右ループロケーターを移動すると、ロケーターは自動的に適正なループ位置にスナップ
します。左ループロケーターを動かすと、右ループロケーターも最適なループ位置に調整されます。
これにより素早く良い結果が得られます。

q 前方向ループと前後ループモード両方を試してみましょう。ループモードを変えただけでループ点がスムーズになることがよくあ
ります。

q スムーズなループを実現するには、ボリュームと音質が比較的に均一なループ範囲を見つけることが大事です。ループ範囲内で音
量や音質が大きく変わると、不自然で「波打つ」ループになってしまうことがよくあります。また短すぎるループ範囲も不自然で
「動きのない」サウンドになってしまう傾向があります。

編集したサンプルの保存
D 編集したサンプルを保存するにはサンプル編集ウィンドウの ”保存 ”ボタンをクリックします。

サンプルはサンプル編集ウィンドウで施された編集（スタート、エンド、ループ設定、名前など）を含め、保存されます。サンプ
ルはツールウィンドウのソングサンプルリストに表示されます（名前変更をした場合は新しい名前で表示されます）。

! ReFill サンプルを開いて編集した場合、そのサンプルの複製が（編集を含め）”格納されたすべてのサンプル ”フォルダーに元の名
前で保存されます。

サンプル名の変更
1. サンプル編集ウィンドウの名前欄に希望するサンプル名を入力します。

2. ” 保存 ” ボタンをクリックして、サンプルを新しい名前で保存します。
! 注：名前を変更して保存すると、以前の名前のサンプルを上書きします！元のサンプルは複製されません！
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サンプルの管理
アサイン済みと未アサインサンプルについて

アサイン済みサンプル
サンプルはサンプル再生デバイス（NN-XT と Redrum）にアサインすることができます。デバイスにアサインされたサンプルは、ツー
ルウィンドウのソングサンプルタブの ” アサイン済みサンプル ” フォルダーに表示されます：

” アサイン済みサンプル ” フォルダーには、現在のソング内で使用されているサンプラーデバイスに相当するサブフォルダーがありま
す。上手のソングにはふたつのサンプラーデバイスが含まれています：”NN-XT 1” と ”Redrum 1”。インストゥルメントフォルダーを開
くと、それぞれのデバイスが使用しているサンプルが表示されます。自分でサンプルしたサウンド、Factory Soundbank と ReFill のサ
ンプルはすべてショートカットとして表示されます。

ショートカットとして表示する理由は、これらがあくまでコンピューター上もしくは ” 格納されたすべてのサンプル ” フォルダー
（「格納されたサンプルについて」参照）にあるサンプル保存場所への参照情報でしかないからです。

未アサインサンプル
サンプラーデバイスに（まだ）アサインされていないサンプルは ” 未アサインサンプル ” フォルダーに表示されます：

ここには Reason Essentials のツールウィンドウのサンプリングボタンを使って録音したサンプルが表示されます（「未アサインサンプ
ルのレコーディング」参照）。これら未アサインのサンプルはいつでも簡単にサンプラーデバイスに読み込むことで「アサイン」でき
ます（「サンプルをデバイスに読み込み」参照）。
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ソングにサンプルを保存
ツールウィンドウのソングサンプルタブもしくはサンプラーデバイスのサンプルボタンでサンプルを録音した場合、そのサンプルは自
動的にツールウィンドウの ” 格納されたすべてのサンプル ” フォルダーに保存されます。

録音したサンプルには自動的に「Sample + 番号」の形式の名前が付けられます。

サンプル名を変更するには ” 格納されたすべてのサンプル ” フォルダーでダブルクリックし、サンプル編集ウィンドウで名前を編集し
てから ” 保存 ” ボタンをクリックします。

ソングを保存すると、録音したすべてのサンプルは自動的にソングドキュメントに格納、保存されます。このためサンプルをコン
ピューター内で見失ったり、管理する必要はありません。

ソングからサンプルを削除
Reason Essentials で自分が録音したサンプルのみを削除できます。つまりツールウィンドウの ” 格納されたすべてのサンプル ” フォル
ダーにあるサンプルに限られます。Factory Soundbank や ReFill のサンプルは、ReFill に内包されているため削除できません。ただし
ツールウィンドウの ” アサイン済みサンプル ” フォルダーで、ReFill サンプルへのショートカットを削除することはできます。

D ” 格納されたすべてのサンプル ”フォルダーにあるサンプルを削除するには、選択してから ”削除 ” ボタンをクリックします。

警告が現れ、削除を実行またはキャンセルを促します。

! ” 格納されたすべてのサンプル ”フォルダーにあるサンプルへのショートカット（”アサイン済みサンプル ”または ”未アサインサ
ンプル ”フォルダー内）を選択し、削除ボタンをクリックして削除を実行すると、元のサンプルファイルが永久的に削除されま
す！
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サンプルをデバイスに読み込み
サンプラーデバイス（NN-XT、Redrum）へのサンプルの読み込みは次のように行います：

1. デバイスのサンプル読み込みボタンをクリックします。

NN-XT と Redrum のサンプル読み込みボタン

サンプルブラウザウィンドウが開きます：

2. 左側のロケーションとお気に入りセクションにある ”ソングサンプル ”フォルダーをクリックします。
ブラウズリストには ” アサイン済みサンプル ”、” 未アサインサンプル ”、そして ” 格納されたすべてのサンプル ” フォルダーが表示
されます。
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3. 希望するフォルダーを開き、デバイスで使用したいサンプルを選択します。
どのフォルダーのサンプルでも選択できます。サンプルを試聴するには、” オーディション ” セクションの再生ボタンをクリックし
ます。選択と同時にサンプルを自動再生するには ” 自動再生 ” ボックスにチェックをいれます。

4. ”OK” をクリックして、選択したサンプルをデバイスに読み込みます。
選択したサンプルがデバイスに読み込まれると、ツールウィンドウの ” アサイン済みサンプル ” フォルダー内のデバイスアイコン
の下に、そのサンプルファイルのアイコンが現れます。読み込んだサンプルが元々 ” 未アサインサンプル ” フォルダーにあった場
合は、” アサイン済みサンプル ” フォルダーに移動されます。

サンプルの複製
既存のサンプルを元に新たに編集を加えたい場合、そのサンプルをまず複製し、複製したファイルに編集を加えることができます。
Factory Soundbank や他の ReFill のサンプルを複製することも可能です。ただし Factory Soundbank や ReFill から複製されたサンプル
を個別ファイルとしてディスクへ書き出すことはできません - 格納サンプルとしてのみソングドキュメントに保存できます。

サンプルの複製は次のように行います：

1. ツールウィンドウのソングサンプルリストでサンプルを選択します。
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2. ソングサンプルタブの下部にある ”複製 ”ボタンをクリックします。
複製されたサンプルは ” 格納されたすべてのサンプル ” フォルダーに追加され、元の名前に ”Copy” を加えたサンプル名になりま
す。また複製サンプルのショートカットが ” 未アサインサンプル ” フォルダーに追加されます：

複製されたサンプルの編集や名称変更の方法は「サンプルの編集」と「サンプル名の変更」をご参照ください。

サンプルの書き出し
ソングで自分で録音したサンプルは、個別の WAV または AIFF ファイルとしてディスクに書き出すことができます。次のように行いま
す：

1. ツールウィンドウのソングサンプルリストから希望するサンプルを選択します。
! 注：Factory Soundbank や ReFill のサンプルは書き出せません。

2. ソングサンプルタブ下部の ”書き出し ”ボタンをクリックします。
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･ サンプルがクロップされていない場合、またはループクロスフェードを使用している場合、”サンプルの非可逆書き出し ”ダイアロ
グが現れます：

次のオプションがあります：

･ 選択したサンプルをクロップし、ループクロスフェードをレンダーする
この項目はスタートまたはエンドマーカーを設定し、さらにループにクロスフェードを使用している場合に表示されます。サンプ
ルはスタートとエンドマーカー位置でクロップされ、さらにクロスフェードされたループがサンプルにレンダーされ（書き込まれ）
ます。

! この処理によりサンプルデータは元ファイルから変更されますが、他のサンプル再生デバイス / アプリケーションで再生しても現
在と同じように聞こえます。

･ 選択したサンプルをクロップ
この項目はループが使用されていない場合に上記オプションに替わって表示されます。サンプルはスタートとエンドマーカー位置
でクロップされます。

･ サンプルをそのまま保存
サンプルはスタート / エンドマーカー位置のデータなしで書き出されます。ループデータがある場合は保持されます。ループクロ
スフェードが使用されている場合は、これも破棄されます。

! 書き出したサンプルを他のサンプル再生デバイス / アプリケーションで再生した際、現在とは異なって聞こえます。

3. ” 書き出し ”をクリックして続行します。
” サンプルを書き出す．．．” ダイアログが現れます：

4. サンプルファイルの保存先を指定、希望するサンプル名を入力、そしてWAVまたは AIFF ファイルファーマットを選択します。
5. ” 保存 ” をクリックしてサンプルファイルをディスクに書き出します。

サンプルは元ファイルの解像度（ビットデプス）とサンプルレートで保存されます。ソングに格納されている元ファイルはそのま
ま保持されます。
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格納されたサンプルについて
ソングで録音したサンプルはすべて自動的にソングに格納されます。格納とは、ソングを保存する際にサンプルも自動的にソング内に
含まれ、保存されることを意味します。ソングで使用しているカスタムサンプルはすべてソングドキュメントに内包されるため、それ
ぞれ個別に管理する必要がなくなることがこの機能の大きな利点です。

ソングに格納されたすべてのサンプルは、ツールウィンドウのソングサンプルタブ内、” 格納されたすべてのサンプル ” フォルダーを
開いて確認できます：

格納されたサンプルは、サンプルブラウザウィンドウから任意のサンプラーデバイスに読み込めます：

サンプルブラウザウィンドウは、サンプラーデバイスのサンプル読み込みボタンをクリックして開きます。詳しくは「サンプルをデバ
イスに読み込み」をご参照ください。

格納サンプルの取り除き
状況によっては自分のサンプルをソングから取り除きたいこともあるでしょう。例えばサンプルをディスクの個別ファイルへ書き出
し、同時にソングドキュメントから取り除く場合などが考えられます。この操作は ” ファイル ” メニューの ” ソングファイルに格納す
るデータの設定．．．” から行えます - 詳しくは「ソングファイルに格納するデータについて」をご参照ください。
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第 17章
ReGroove Mixer
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イントロダクション

ReGroove Mixer は、その統合されたインターフェースの中に、クオンタイズ / シャッフル機能とグルーヴテンプレートの利点のすべ
てを網羅しています。ノートレーンのグルーヴとタイミングに対して個別に、リアルタイムに、そして創造的にコントロールを行うこ
とが可能です。ReGroove Mixer はトランスポートパネルを拡張して、その上に（ラックまたはシーケンサーの中に）表示されます。
この仕組みにより、32 チャンネルのグルーヴをインタラクティブにコントロールすることが可能です。

ミキシング作業に慣れた方であれば、ReGroove Mixer をすぐに理解して頂けることでしょう。まずはバスを 32 個搭載したミキサーを
想像してみてください。ただし、これらのバスは「ボリューム」ではなく、インプットトラックの「グルーヴ」を調整します。どのト
ラックやノートレーンでも ReGroove の 32 チャンネルに接続し、そのグルーヴやタイミングをチャンネルの設定によってリアルタイ
ムに調整できます。グルーヴテンプレートやシャッフルの量は、各 ReGroove チャンネルで個別的に設定することができます。また、
ノートをまとめて発音タイミングを前後にスライドすることにより、特定のトラックを拍の前後に微妙にずらし、全体としてのリズム
の雰囲気を効果的に変化させることもできます。

! 注：ReGroove はノートレーンのノートのみに作用します。

q Remote 機能で ReGroove Mixer のパラメーターにコントロールサーフェスをロックして制御できます（「コントローラーをデバイス
にロック ...」参照）。

ReGroove の基本
グルーヴの編集を行う場合、Reason Essentials のインターフェース内で互いに関連する 3 つのセクションで操作を行います。

･ シーケンサーセクション： 各ノートレーンを ReGroove の 32 チャンネルのどれかに アサインすることが可能です。ノートレーン
をグルーヴチャンネルにアサインするには、それぞれのノートレーンの "グルーヴ選択 "ポップアップメニューで任意のグルーヴ
チャンネルを選択してください。

･ ReGroove Mixer：ReGroove Mixer にはグルーヴ設定と「チャンネル毎の」グルーヴ設定があります。
これについては以下のページに詳しく後述します。

･ ツールウィンドウ：ReGroove Mixer のチャンネルの "EDIT（編集） " ボタンをクリックすると、ツールウィンドウに "グルーヴ設定
"セクションが開かれます。
グルーヴパッチの各種パラメーターの調整を行います。また、ここでオリジナルの ReGroove パッチを保存することもできます。
詳しくは「グルーヴ設定」をご参照ください。
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ReGroove Mixer
D トランスポートの右側にある ReGroove Mixer ボタンをクリックして ReGroove Mixer を開きます。

ReGroove Mixer は 2 つのセクションに分割されています。左端は「グローバル」パラメーター、右側が「チャンネル」パラメーター
のセクションとなっています。

グローバルパラメーター

これらはチャンネルごとの個別的な設定ではなく、全体的な設定に関わるものです。

CHANNEL BANKS（チャンネルバンク）
ReGroove Mixer の 32 チャンネルは、A から D までの 4 つのバンクに分けられています。それぞれのバンクボタンをクリックすると、
そのバンクの 8 チャンネルが表示され、編集可能となります。

グローバルパラメーター

チャンネルパラメーター
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ANCHOR POINT（アンカーポイント）
通常、多くのグルーヴパターンは最初の小節にスタートし、ソングの最後まで繰り返されます。例えば、4 小節のグルーヴパターンの
場合、最初の小節にスタートし、4 小節ごとに繰り返されることになります。しかし、楽曲によっては、ピックアップ（弱起）や短い
イントロなどがあり、ソングの始めの数小節が実質的に空白である場合、 最初の小節でグルーヴをスタートさせることは望まれませ
ん。"ANCHOR POINT" は、このように「最初ではなく、少し後の小節からグルーヴをスタートしたい」という場合のために用意された
ものです。グルーヴ設定をどの小節から適用するかを、Reason Essentials に伝える役割を持っています。 

例えば、1 小節のピックアップのあるソングがあるとしましょう。ソングは実質的には 2 小節目から始まるので、グルーヴは 2 小節目
からスタートすることが望まれます。"ANCHOR POINT" は "2" を設定しましょう。これでグルーヴのスタートが 2 小節目からとなりま
す。

D「グルーヴは "ANCHOR POINT" の小節からスタートし、ソングの最後まで無限に繰り返される」というルールには 1つの例外があり
ます。ソングに拍子記号のイベント（変更）が存在する場合です。拍子記号のイベントがある小節では、グルーヴは必ずリスター
トすることになります。
これを逆利用すると、例えば、奇数の小節のフレーズがある場合、適切な小節に拍子記号のイベントを挿入することにより、グ
ルーヴをその小節でリスタートさせることが可能です。

GLOBAL SHUFFLE（グローバルシャッフル）
Reason Essentials のグローバルなシャッフル量を調整するノブです。ここでの設定は、パターンを使用するすべてのデバイス

（Redrum の内蔵シーケンサー、Matrix のパターンシーケンサーなど）に適用されることになります。また、各チャンネルにある、" グ
ローバルシャッフルを使用 " をアクティブにした場合、チャンネルに適用されるシャッフル量はここで定義されます。

 "GLOBAL SHUFFLE（シャッフルの値）" を "50%" に設定すると、スイングのない「ストレート」なビートとなります。 "GLOBAL 
SHUFFLE（シャッフルの値）" を "66%" に設定すると、完璧な 16 分 3 連符のシャッフルとなります。"50%" と "66%" の間に設定する
と、「控えめなスイング感」が得られます。"66%" より上を設定するとスイング感が誇張されます。

チャンネルパラメーター

これらのパラメーターは各チャンネルごとの設定です。ReGroove の全 32 チャンネル（4 バンク ×8 チャンネル）のそれぞれに同じパ
ラメーターが用意されています。 

On ボタン

編集ボタン

チャンネルナンバー

グルーヴパッチネーム

グルーヴパッチブラウザボタン

スライドノブ

グルーヴスライダー

シャッフルノブ

プリアラインボタン

グローバルシャッフルボタン
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On ボタン
各チャンネルのオン / バイパスを切り替えるボタンです。ボタンが点灯している場合、グルーヴチャンネルはアクティブとなり、この
グルーヴチャンネルにアサインされたすべてのトラックまたはノートレーンに影響が及びます。ボタンが消灯している場合、チャンネ
ルは無効となり、アサインされたトラックは、そのまま「グルーヴ機能の適用なし」で再生されます。

q このスイッチを切り替えると、グルーヴの適用あり /なし（オリジナルのまま）を素早く比較することが可能です。個別の各ノート
レーンでも同じことを試せます。その場合、トラックリストの "グルーヴ選択 "ポップアップメニューで "有効 " の項目をオフにし
てください（「ソングにグルーヴを適用する」を参照）。

"EDIT（編集）"ボタン
このボタンをクリックすると、新たにツールウィンドウが開かれ、" グルーヴ " タグが表示されます。ここでは、各チャンネルのグ
ルーヴ設定を詳細に編集することができます（「グルーヴ設定」参照）。各 ReGroove チャンネルに独自のグルーヴを設定することが可
能です。従って、異なるチャンネルの "EDIT" ボタンをクリックすると、ツールウィンドウには異なるチャンネルのグルーヴ設定が表
示されることになります。

チャンネルナンバー
チャンネルのナンバーを表示するフィールドです（編集はできません）。4 つのバンク（A から D）に含まれるチャンネルには 1 から 8
までのナンバーが順番に付されています。つまり例えば、"A2" はバンク "A" の 2 つ目のチャンネル、"B5" はバンク "B" の 5 つ目のチャ
ンネルを意味します。 

グルーヴパッチネーム
チャンネルに現在読み込まれているグルーヴパッチの名称を示します。グルーヴパッチが読み込まれていない場合、名称の表示はあり
ません。このフィールドをクリックすると、現在のフォルダー内にあるパッチのリストが表示されます（Reason Essentials ラックでデ
バイスパッチを表示するのと似た仕組みです）。 

D アサインされたグルーヴパッチを取り除き、チャンネルを環境設定にリセットするには、グルーヴパッチネームのフィールドを右
クリック (Win) または [Ctrl]- クリック (Mac) してコンテクストメニューから "チャンネルを初期化 "を選択してください。

グルーヴパッチブラウザ
これらのボタンにより、グルーヴパッチを使用してテンプレートをロードすることができます（Reason Essentials ラックでデバイス
パッチを選択するのと似た仕組みです）。ReGroove パッチの拡張子は「.grov」です。Reason Essentials に付録のグルーヴパッチの種
類に関しては、この章の最後「Reason Essentials Sound Bank の ReGroove パッチ」をご覧ください。Reason Essentials に付属してい
る ReGroove パッチについて説明しています。
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"SLIDE（スライド） " ノブ
ノートをまとめて時間的に前後にずらすノブです。トラックにエネルギーや緊張感を与えるために特定のビートやインストゥルメント
をほんの少し前へ「突っ込ませる」、あるいはレイドバックしたグルーヴやシャッフル感を演出するためにノートをほんの少し後ろへ

「溜める」、というのはよく使われるテクニックです。"SLIDE" ノブの設定範囲は ±120 ティックとなっています。すなわち、ノートを
最大 32 分音符分だけ前後にずらすことが可能です。負の値を設定するとノートは早めに発音されます（「走る」感じ）。 正の値を設定
するとノートは遅めに発音されます（「もたる」感じ）。

例えば、レイドバックのグルーヴが欲しい場合、スネアのレーンを作成して ReGroove チャンネルにアサインし、"SLIDE" ノブで正の
小さい値を設定します。これによりスネアトラックがわずかに遅れて演奏され、リラックスしたグルーヴを演出することができます。

q "SLIDE" ノブに負の値を設定して「突っ込ませる」トラックがある場合、シーケンスの冒頭部分に空白の小節を作成して "ANCHOR 
POINT"（「ANCHOR POINT（アンカーポイント）」参照）に "2" を設定してください。これにより、1小節目の 1拍目のノートを少
し前で演奏することが可能になります（作成した空白の小節は、ノートが前にずれるためのスペースとして利用されます）。

"SHUFFLE（シャッフル） " ノブ
基本的にこのノブは、ReGroove チャンネルの 16 分音符に「スイングフィール」を加えるためのものです。"50%" を設定するとスト
レート（シャッフルなし）となり、"66%" を設定すると完璧な 3 連符系となります。 

場合によりますが、このノブを "50%" 以下に設定することによって「シャッフル効果を相殺」することも可能です。例えば、レコー
ディングによって完璧な 3 連符系のビートが得られたとしましょう。この時、ノブで "34%" を設定すると、ビートは「ストレート」

（シャッフルなし）となります。

"SLIDE" ノブを "+20" に設定した場合：
ノートは時間的に遅れて発音されます

"SLIDE" ノブを "0" に設定した場合：
ノートが時間的にずれることはありません

"SLIDE" ノブを "-20" に設定した場合：
ノートは時間的に早く発音されます

シャッフルは１つおきの 16 分音符の始点を
ずらす機能です

シャッフルの値として “66%” を設定すると、
１つおきの 16 分音符の位置が後ろにずれて
完全に 3 連符のタイミングとなります
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"GROOVE（グルーヴ）"フェーダー
選択したグルーヴパッチをノートにどれだけ適用するか（強さ、度合い）を設定するフェーダーです。"0%" を設定した場合、グルー
ヴパッチは適用されません。"100%" を設定するとグルーヴパッチは最大限に適用されます（最大効果）。中間的な値を設定すると「い
くらかの」グルーヴ効果が得られます。

この章の「グルーヴ設定」で後述しますが、グルーヴパッチがノートに作用する際、いくつかの付加的パラメーターが機能していま
す。具体的に名前を挙げると、ツールウィンドウの " グルーヴ設定 " セクションに 4 種類の " インパクト " 設定（" タイミング インパ
クト "、" ベロシティー インパクト "、" ノートの長さ インパクト "、" ランダム タイミング "）があり、 "GROOVE" フェーダーはそれら
のマスターフェーダーのように機能し、パラメーターをまとめて相対的に調整します。

"PRE-ALIGN（プリアライン） " ボタン
このボタンをアクティブにすると（点灯）、受信するノートはグルーヴの適用に先立って、まず、すべて厳格な 16 分音符のグリッドに
クオンタイズされます。このクオンタイズはリアルタイムに行われ、また非破壊的です。あらかじめ、受信するすべてのノートがスト
レートなグリッドに整列するため、問題を生じることなくシャッフルやスライド、グルーヴ効果を狙い通りのものとすることが可能で
す。 

"GLOBAL SHUFFLE（グローバルシャッフル）"ボタン
このボタンをアクティブにすると（点灯）、その ReGroove チャンネルには個々のシャッフル設定の代わりに "GLOBAL SHUFFLE" 設定
が適用され、チャンネルの "SHUFFLE" ノブは無効となります。パターンを使用するデバイス（Redrum の内蔵シーケンサー、Matrix パ
ターンシーケンサーなど）のノートに特定のチャンネルのノートを同期させる場合、"GLOBAL SHUFFLE" 設定を利用すると便利です。
これらすべてのデバイスのシャッフル値も "GLOBAL SHUFFLE" 設定に合致しています。

"GROOVE" フェーダーを "100%" の
位置まで持ち上げると、ノートに
は、すべてのグルーヴ設定の値が
そのまま適用されます

"GROOVE" フェーダーを "50%" の位
置にセットすると、ノートに適用さ
れるグルーヴは各設定値の半分とな
ります
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ReGroove チャンネルのコピー、ペースト、初期化
1 つの ReGroove チャンネルの設定を他のチャンネルにコピーするには：

1. コピー元となる ReGroove チャンネルを選び、そのグルーヴパッチネームのフィールド（またはチャンネルのパラメーター以外の
部分）を右クリック（Win）または [Ctrl] クリック（Mac）します。
コンテクストメニューが表示されます。

2. コンテクストメニューから "チャンネルをコピー "を選択します。
3. ペースト先となるチャンネルのグルーヴパッチネームのフィールドを右クリック（Win）または [Ctrl] クリック（Mac）し、コンテ
クストメニューから "チャンネルをペースト "を選択します。
Reason Essentials はこのチャンネルに ReGroove チャンネル設定のすべてをペーストします。

ReGroove チャンネルを初期化するには：

1. グルーヴパッチネームのフィールド（またはチャンネルのパラメーター以外の部分）を右クリック（Win）または [Ctrl] クリック
（Mac）し、コンテクストメニューを開きます。
2. コンテクストメニューから "チャンネルを初期化 "を選択します。

Reason Essentials はチャンネルのすべてのパラメーターを初期値にリセットします。 
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グルーヴ設定

1 つのグルーヴパッチは、演奏から抽出されたタイミングとダイナミクスの情報を含むグルーヴテンプレート、そして、グルーヴパッ
チにどれ位テンプレート設定を適用するかを決定するいくつかの " インパクト " パラメーターによって成立しています。グルーヴパッ
チの設定はツールウィンドウの " グルーヴ " タブで行います。" グルーヴ " タブでの各設定について以下に記述することにします。

グルーヴチャンネル
" グルーヴ " タブに表示されるのは、ある 1 つのミキサーチャンネルのグルーヴ設定です。表示させるチャンネルを選択するには、こ
のポップアップメニューを利用するか、または ReGroove Mixer で目的のチャンネルの "EDIT" ボタンをクリックしてください。 

グルーヴパッチ
チャンネルに現在読み込まれているグルーヴパッチの名称を示します。グルーヴパッチが読み込まれていない場合、名称の表示はあり
ません。このフィールドをクリックすると、現在のフォルダー内にあるパッチのリストが表示されます（Reason Essentials ラックのデ
バイスパッチと似た仕組みです）。ReGroove Mixer の各チャンネルのグルーヴパッチネームのフィールドと機能的にまったく同じもの
です。

グルーヴパッチの読み込み / 保存
これらのボタンにより、グルーヴパッチをロード / 保存することができます（Reason Essentials ラックのデバイスパッチと似た仕組み
です）。ReGroove パッチの拡張子は「.grov」です。Reason Essentials に付録のグルーヴパッチの種類に関しては、「Reason Essentials 
Sound Bank の ReGroove パッチ」をご覧ください。
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グルーヴパッチの "長さ " 
グルーヴの長さを表示します。グルーヴの繰り返しの頻度を決定する要素です。

D 異なるノートレーンに異なるグルーヴパッチを適用した場合、一般的には、1つのグルーヴの長さが他のグルーヴの長さと同じか、
あるいは約数 / 倍数であることが望まれます。
例えば、1 つの ReGroove チャンネルで 4 小節のグルーヴを適用している場合、その他のチャンネルでも 4 小節のグルーヴを適用
するか、あるいは約数 / 倍数の小節数（1 小節、2 小節、8 小節など）のグルーヴを適用することが望まれます。

もちろん、無作為な長さのグルーヴを混在させることも可能ですが、その場合、それらのグルーヴが互いに影響を及ぼすことに注
意してください。例えば、あるチャンネルに 3 小節のグルーヴを使用し、他のチャンネルに 4 小節のグルーヴを使用した場合、全
体としてのグルーヴパターンは 12 小節（3×4）ごとに繰り返されることになります。

グルーヴパッチの "拍子記号 " 
グルーヴの拍子記号を表示します。また通常、この値はシーケンスの拍子記号と一致すべきです。

D 異なるノートレーンに異なるグルーヴパッチを使用する場合、一般的にそれらの拍子記号が一致していることが望まれます。
もちろん、ポリリズムのグルーヴが求められる場合など、任意の拍子記号のグルーヴを混在させることも可能ですが、その場合、
それらのグルーヴが互いに影響を及ぼすことに注意してください。例えば、6/8 のグルーヴは根本的に 4/4 のグルーヴと異なる方法
でノートをずらします。従って、それらを同時に使用した場合、求めるサウンドが得られない場合もあります。

タイミング インパクト
グルーヴテンプレートに埋め込まれたタイミング情報を、ノートのタイミングにどれだけ適用するか（度合い）を決定します。"50%"
を設定すると、ノートはグルーヴテンプレートで定義された位置の半分まで移動します。"100%" を設定すると、ノートはグルーヴの
位置へ正確に移動します。"200%" を設定すると、ノートはグルーヴテンプレートの位置を超えて移動します。

D このパラメーターは、ReGroove Mixer の "GROOVE" フェーダー設定とのコンビネーションによって機能します。"GROOVE" フェー
ダーは、グルーヴの "タイミングインパクト "設定を乗算します。
例えば、"GROOVE" フェーダーが "100%" に設定された場合、" タイミングインパクト " での設定値がそのままノートに適用されま
すが、フェーダーが "50%" に設定された場合、ノートに適用されるのは " タイミングインパクト " の設定値の半分となります。

これらはソングのオリジナルノートのタイミングです

これらはグルーヴテンプレートに記憶されたタイミングです。
" タイミング インパクト " を "100%" に設定すると、オリジナ
ルノートはこの位置まで移動します

" タイミング インパクト " を "50%" に設定すると、オリジナ
ルノートはテンプレートのノートの位置に向けて半分だけ移
動します
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ベロシティーインパクト
グルーヴテンプレートに埋め込まれたベロシティー情報を、ノートのベロシティーにどれだけ適用するか（度合い）を決定します。グ
ルーヴによって変更されるのは複数ノートのベロシティーの「相対的な差異」であり、ノートの絶対的ベロシティーではありません。
つまり、グルーヴは各ノートのベロシティーに個別的に働きかけてアクセントを付けますが、ソフトなフレーズはソフトのまま、ラウ
ドなフレーズはラウドなままとなります。100% を設定するとテンプレートのフィールがほとんど正確に移植されます。それ以下の値
を設定した場合、ノートはグルーヴのダイナミクスをいくらかだけ再現します。100% 以上を設定すると、グルーヴパッチのダイナミ
クスが劇的に誇張されることになります。

D このパラメーターは、ReGroove Mixer の GROOVE フェーダー設定とのコンビネーションによって機能します。GROOVE フェーダー
は、グルーヴのベロシティーインパクト設定を乗算します。
例えば、GROOVE フェーダーが 100% に設定された場合、ベロシティーインパクトでの設定値がそのままノートに適用されますが、
フェーダーが 50% に設定された場合、ノートに適用されるのはベロシティーインパクトの設定値の半分となります。

ノートの長さ インパクト
グルーヴテンプレートに埋め込まれたノート長の情報を、ノートの長さにどれだけ適用するか（度合い）を決定します。この設定は常
に効力を有するとは限りません（例えば、ドラムサンプルの場合、サンプルは必ず最後まで再生されます）。従って、Factory Sound 
Bank の大部分のグルーヴにはノート長の情報が含まれていません（"Bass-Comp" カテゴリのものを除く）。

これとは逆に、サスティン（持続音）系のインストゥルメントの場合、" ノート長のインパクト " は演奏のグルーヴに多大な影響を与
えることができます。ここでも、グルーヴによって変更されるのは複数ノートの長さの「相対的な差異」であり、ノートの絶対的長さ
ではありません。グルーヴパッチを適用した場合でも、オリジナルフレーズのレガートやスタッカートはある程度維持されます。

D このパラメーターは、ReGroove Mixer の GROOVE フェーダー設定とのコンビネーションによって機能します。GROOVE フェーダー
は、グルーヴのノート長のインパクト設定を乗算します。
例えば、GROOVE フェーダーが 100% に設定された場合、ノート長のインパクトでの設定値がそのままノートに適用されますが、
フェーダーが 50% に設定された場合、ノートに適用されるのはノート長のインパクトの設定値の半分となります。

ランダム タイミング
ノートの位置をどれだけランダム化するかを設定します。ノートがランダムに移動する（前または後ろに）距離の最大値を設定してく
ださい。設定範囲は "0" から "120" ティックまでとなっています。すなわち、ノートを最大で 32 分音符分ランダムに移動させること
が可能です。

" ランダム タイミング " はポリフォニック（多声的）に機能します。すなわち、例えば、オリジナルでは同じ位置から発音を始める複
数のノートも、ランダムポジションによって異なる量だけ移動されます。また、この機能はある意味で決定論的です。つまり、何も編
集を行わずに 1 つのクリップを何度が繰り返して再生した場合、すべてのノートは毎回同じ位置で演奏されます。けれども、クリップ
で何らかの編集を行うと、ランダムポジションは直ちに再計算を行います。

D このパラメーターは、ReGroove Mixer の GROOVE フェーダー設定とのコンビネーションによって機能します。GROOVE フェーダー
は、グルーヴのランダムタイミング設定を乗算します。
例えば、GROOVE フェーダーが 100% に設定された場合、ランダム タイミングでの設定値がそのままノートに適用されますが、
フェーダーが 50% に設定された場合、ノートに適用されるのはランダムタイミングの設定値の半分となります。

クリップからの抽出ボタン
このボタンをクリックすると、選択クリップのノートがグルーヴパッチに変換されます。作成されたパッチは、ReGroove Mixer の
チャンネルですぐに利用することが可能になります。新規グルーヴパッチとしてディスクに保存することも可能になります。このボタ
ンをクリックするのは、クリップを選択してから " 編集 " メニュー（またはコンテクストメニュー）の " クリップからグルーヴを抽出
" を選択するのと同じ意味になります。詳細については後述の「オリジナルの ReGroove パッチを作成」をご参照ください。
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グルーヴ操作
ソングにグルーヴを適用する
ReGroove の基本的なミキシングテクニックを習熟するため、また、各種のグルーヴパラメーターが楽曲に与える影響を耳で確認する
ため、以下の手順をお試しください。

1. ReGroove Mixer がシーケンサーまたはラックに表示されていない場合は、トランスポートパネルの右側にある ReGroove Mixer ボ
タンをクリックして開きます。

2. グルーヴを適用するノートレーンを選びます。
効果を確認しやすいように、ストレートな（シャッフルのない）16 分音符で構築されたドラムビートのトラックを選びます。例え
ば、ハイハットのレーンなどが都合よいでしょう。

3. 選択したノートレーンの「グルーヴを選択」ポップアップメニューを利用して、これらのノートを ReGroove Mixer の任意のチャ
ンネルにルーティングします。

D ポップアップメニューの一番上に表示される "有効 " のチェックを外すと、個別ノートレーンの ReGroove はオフとなります。
オリジナルのビートとグルーヴ適用後のビートを比較する際に役立ちます。ReGroove Mixer の特定の ReGroove チャンネルにアサ
インされた複数のノートレーンをまとめてオン / オフする場合には、その ReGroove チャンネルの "ON" スイッチをクリックしてく
ださい（「On ボタン」を参照）。

D " チャンネル未選択 "を選択すると、ノートレーンの ReGroove チャンネルに対するアサインが無効となります。

4. ReGroove Mixer で使用するチャンネルがアクティブにされていること（"ON" ボタンの点灯）を確認します。

「グルーヴを選択」ポップアップメニュー
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5. 効果を確認するため、シーケンスを再生しながらチャンネルの "SHUFFLE（シャッフル） " ノブを右に回してみてください。

選択したノートレーン（そして同じ ReGroove チャンネルにアサインされた他のノートレーン）のノートにシャッフルが追加され
るはずです。

6. "SHUFFLE（シャッフル）"ノブをセンターの位置（50%）にリセットし、チャンネルの "SLIDE（スライド）"ノブを持ち上げて、そ
の効果を確認します。

D "SLIDE（スライド） " ノブはすべてのノートを同じ量だけ移動します。従って、スライドされていないトラック（またはメトロノー
ムクリック）と一緒に聞かない場合、その効果を確認することはできません。
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7. "SLIDE（スライド）"ノブをセンターの位置（"0 ticks"）にリセットし、チャンネルのブラウザボタンをクリックして Reason 
Essentials Sound Bank の "ReGroove Patches" フォルダーまでナビゲートします。

8. "Vinyl" フォルダーを開き、リストの最初のグルーヴパッチを選択して "開く "をクリックします。グルーヴパッチが読み込まれ、
ブラウザが閉じられます。

9. チャンネルの "GROOVE" フェーダーをおよそ 80%の位置まで持ち上げます。

10." 次のパッチを選択 "ボタン（下向き三角のボタン）をクリックしてフォルダー内の次のグルーヴパッチをロードします。サウンド
の変化を確認してください。

11.ReGroove Mixer チャンネルで "EDIT" ボタンをクリックして、そのチャンネルのグルーヴ設定をツールウィンドウに開きます。
12.いくつかの水平スライダーを動かして、その効果を聞いてください。

"Vinyl" フォルダーのパッチにノート長の情報を持つものはありません。従って " ノート長のインパクト " パラメーターを操作して
もサウンドに影響はありません。

q サウンドにグルーヴを適用する際にクリエイティブで便利な方法が色々あります。この章に後述する「グルーヴのヒントとトリッ
ク」もご参照ください。いくつかのテクニックを紹介しています。



REGROOVE MIXER 403

グルーヴをノートに反映
ReGroove チャンネルにノートレーンをアサインしても、影響を受けるのはノートのプレイバックのみです。ノートクリップを開いて
見ると、ノートの位置はオリジナルのまま表示され、グルーヴの適用による位置の移動はありません。

グルーヴを適用したノートの編集を望む（タイミングやベロシティーを手動で編集する）場合、まずノートをグルーヴの位置に移動す
ると作業が楽でしょう。ここで " グルーヴをノートに反映 " 機能を使用します：

1. グルーヴを適用したノートレーン（複数可）のトラックを選択します。
2. " 編集 " メニューまたはトラックのコンテクストメニューから "グルーヴをノートに反映 "を選択します。

トラックのすべてのノートレーンにあるノートすべてがグルーヴの位置に移動し、"Groove Select" ポップアップメニューでは "
チャンネル未選択 " が選択されます。

プレイバックしてみると、サウンドにはまったく変化はありませんが、ノートをエディットモードで表示させてみると、ノートの位
置、長さ、ベロシティーがサウンドと一致するように変更されています。

" グルーヴをノートに反映 "をいくつかのレーンのみに使用する
" グルーヴをノートに反映 " 機能は選択されたトラック（とそのすべてのノートレーン）に適用されます。特定のレーンのみでグルー
ヴを反映させる場合、以下の手順に従ってください：

1. ReGroove の状態のままに残すノートレーンで "グルーヴ選択 "ポップアップメニュー開き、"有効 "のチェックを一時的に外しま
す。
これにより、そのノートレーンの ReGroove チャンネルはオフとなりますが、アサインされたチャンネルの選択は保持されます。

2. " グルーヴをノートに反映 "を選択します。
ReGroove の " 有効 " にチェックが付されたノートレーンのみが反映されます。

3. ReGroove の状態のままに残したノートレーンの "有効 " にチェックを入れます。
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オリジナルの ReGroove パッチを作成
ご自身のオリジナルの ReGroove パッチを作成することができます。手順は以下の通りです：

1. 求めるグルーヴのタイミングとダイナミクス（ベロシティー）のノートによるクリップを作成します。
求めるグルーヴの MIDI ファイルがあれば、それをインポートしても構いません。あるいは、Dr. Octo Rex デバイスの "To Track（ト
ラックに貼り付け）" 機能を利用して REX ループからノートを抽出しても構いません。

D 使用するMIDI クリップによって、結果的にグルーヴの完成度が異なります。
グルーヴに適したクリップの特徴については、下記「求めるグルーヴを達成するためにベストなクリップとは」をご参照ください。

2. クリップを選択します。
3. ツールウィンドウのグルーヴセクションを開き、未使用のグルーヴチャンネルを選択します。
4. ツールウィンドウのグルーヴ設定タブの一番下の "クリップから抽出 "ボタンをクリックします。

あるいは、クリップのコンテクストメニューから " クリップからグルーヴを抽出 " を選択してください。

5. " インパクト " パラメーター類を任意に設定します。
まずは、環境設定のままで構いません。

6. ツールウィンドウの "グルーヴ " タブでフロッピーディスクのアイコンをクリックし、名称と保存先を特定して保存します。
すぐにでも、この ReGroove パッチを使用することが可能です。「ソングにグルーヴを適用する」で説明したように、この新規グルー
ヴをアサインした ReGroove チャンネルにいくつかのノートレーンをルーティングし、そのチャンネルの "GROOVE" フェーダーを持ち
上げてください。

求めるグルーヴを達成するためにベストなクリップとは
以下のヒントをご参考になれば、ご自身のカスタムグルーヴパッチは有能なものとなるでしょう：

D ソースクリップにはできるだけ多くの 16 分音符を含ませましょう。
ソース素材の 16 分音符に隙間がある場合、グルーヴパッチにも対応する隙間が生じます。つまり、グルーヴをノートレーンに適用
した場合に、いくつかのノートにはグルーヴが適用されますが、隙間に位置するノートにはグルーヴが適用されないことになりま
す。

D グルーヴは各ノートのベロシティーの相対的な「差異」を利用します。各ノートの絶対的な値は関係ありません。
変動の激しいダイナミクスが望まれない場合、ソースクリップのベロシティー値はあまり大きく変化させないようにしてください。

D グルーヴパッチは常に小節単位の長さとなります。従ってソースクリップが中途半端な長さの場合、グルーヴは次の小節まで拡張
されます。
グルーヴパッチを作成する前に、ソースクリップを小節単位の長さに編集することをお勧めします。

D 一般的に、ソースクリップの長さ（小節数）は 2の倍数もしくは 1とします（1小節、2小節、4小節など）。
1 以外の奇数（3、7、13 など）の小節数の長さのグルーヴを作成して使用することも可能ですが、例えば、ポリリズムの楽曲にお
いてよく計画を練ってこれらのグルーヴを使用するような場合を除き、一般的にトラックに予想した効果は得られません。
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グルーヴのヒントとトリック
･ 各トラック（またはノートレーン）を任意の ReGroove チャンネル（32チャンネル）にルーティングすることが可能です。ダイナ
ミックなグルーヴを創出する鍵は、使用するインストゥルメントを沢山のトラックとレーンに分割して配置することと言えるで
しょう。
例えば、キックとスネアとハイハットの Redrum シーケンスをすべて同じトラックで作成する場合、それらを異なるレーンに配置
すると、異なるグルーヴを適用することが可能となります。わずかにシャッフルフィールを追加した ReGroove チャンネルにキッ
クをルーティングし、スネアは時間的に前へスライドする ReGroove チャンネルにルーティングしてバックビートを少しプッシュ
する、などが可能です。インストゥルメントを複数のレーンに配置すると、それぞれのグルーヴと特徴を内包するビートを創作す
ることができるので、すべてに 1 つの同じグルーヴを適用する方法に比較して圧倒的に効果的です。

q １つのノートレーンのノートを自動的に複数の追加レーンに分割する方法は 「ノートをレーンへ抽出」をご参照ください。

･ グルーヴを組上げる場合、シンプルなものからスタートするようにしましょう。"SLIDE（スライド）"パラメーターを調節して、ス
ネアだけ、またはハイハットだけを前後にずらし、どのような効果となるかを経験してください。
パーカッションインストゥルメント類のそれぞれわずかに異なるシャッフル量を設定してみましょう。ほんの小さな調整が、直感
的に大きな効果を生む場合があります。グルーヴの設定においては、視覚ではなく聴覚を使いましょう。

･ 同じグルーヴパッチを複数のレーンに適用し、しかもその値を個別的に変化させてみましょう。
もちろん、異なるレーンに異なるグルーヴパッチを適用することもできますが、場合により、サウンドは「グルーヴしている」と
いうより「ごちゃごちゃしている」というような結果になってしまうこともあります。最も躍動的なグルーヴは、非常に敏感で緻
密な人間の感覚によって成立するものです。

･ シーケンスにされた REX ファイルを ReGroove Mixer に送信することも可能です。是非お試しください。
ファイルの素材やそのスライス方法にもよりますが、まったく無用のものから正真正銘のインスピレーションを呼び起こすものま
で、その結果は非常に興味深いものとなるでしょう。

･ インストゥルメントのダブリングを行っている場合、すなわち、2つのインストゥルメントにまったく同じフレーズを演奏させて
いる場合、一方を ReGroove チャンネルにルーティングして、ランダムタイミングをわずかに適用してみましょう。
" ランダム タイミング "（ツールウィンドウの " グルーヴ設定 " タブ）の設定により、2 つのインストゥルメントがいくらか分離し、
そのサウンドはより人間的なものとなります。例えば、クラップとスネアをダブリングしている場合、クラップのトラックに若干
のランダムタイミングを適用すると、サウンドはミックスにおいてより目立つようになります。

･ 上記「ANCHOR POINT（アンカーポイント）」で説明したように、新たな拍子記号に際してグルーヴはリスタートします。
ソングに奇数の小節数のセクションがある場合など、グルーヴを強制的にリスタートさせることが必要な場合、このルールを利用
します。すでにソングで使用しているのと同じタイプの拍子記号をイベントとして挿入してください。イベントの開始とともに、
グルーヴがリスタートします。

･ グルーヴパッチの設定では "タイミング インパクト " と " ベロシティー インパクト "が分離しているので、それらを異なる値で適
用することができることを覚えておきましょう。
例えば、「グルーヴのタイミングは完璧だが、まだダイナミクスの感じに満足できない」というようなトラックがあるとします。"
タイミング インパクト " を "0" に設定すれば、グルーヴパッチのベロシティーだけを利用することができます。グルーヴの " タイミ
ング インパクト " と " ベロシティー インパクト " のパラメーターにアクセスするには、ReGroove チャンネルの "EDIT" ボタンをク
リックしてください。ツールウィンドウに " グルーヴ設定 " タブが開かれます。
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Reason Essentials Sound Bank の ReGroove パッチ
Reason Essentials には既製のグルーヴパッチのセットが付属しています。それらは以下のフォルダーに整理されています：

MPC-60
Akai MPC-60 のオーディオ出力を分析して作成されたグルーヴです。オリジナルの MPC-60 と同じシャッフルフィーリングが求められ
る場合に使用してください。ただし、これらのパッチにはベロシティーとノート長の情報は含まれていません。ランダムタイミング機
能を利用した追加パッチも用意されています。これらは、データが過多にロードされた際のオリジナルの MPC-60 の挙動をエミュレー
トしたものです。

Vinyl
古典的グルーヴのレコードから採取したサンプルの断片を特殊なシグナルプロセッシングツールで分析し、サンプルのタイミングとベ
ロシティーの両方を抽出することにより作成されたグルーヴです。ノートの長さの情報は含まれていません。

Programmed
セッションドラムプログラマーの手によるグルーヴです。ある種のスタイルのフィールが丁寧に再現されています。ヒップホップと
ポップロックのジャンルに分類されています。 ノートの長さの情報は含まれていません。

Bass-Comp, Drummer, and Percussion
このカテゴリにあるのは、セッションミュージシャンの演奏から作成されたグルーヴです。演奏を録音して分析し、タイミングとベロ
シティー情報を抽出しています。他のカテゴリと異なり、"Bass-Comp" パッチにはノート長の情報も含まれています。



第 18章
Remote - デバイスの
演奏と制御
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各種MIDI 入力について
この章では Remote を使ってどのようにマスターキーボードやコントロールサーフェスを設定し、Reason Essentials デバイスの演奏、
パラメーターの調整、Reason Essentials の様々な機能の制御を行うか説明していきます。これが Reason Essentials に MIDI を送る主な
方法ですが、他にもいくつか方法はあります：

D ReWire 2 を使用する
ReWire はシーケンサーや DAW などの他のアプリケーションと Reason Essentials の併用を可能にします。ReWire 2 では他のアプリ
ケーションから直接 Reason Essentials デバイスに MIDI を送ることができます - 「ReWire 2 経由の MIDI ルーティング」をご参照く
ださい。

D 外部からのコントロールを使用する
外部からのコントロール（" 環境設定 " の " 高度設定 " タブと "Hardware Interface" の "MIDI 入力 " デバイスで設定）は特定のデバ
イスに直接 MIDI を送ることを可能にします。主に外部シーケンサーを使って Reason Essentials をコントロールするのに使います - 

「外部からのコントロールバス入力について」をご参照ください。

D Reason Essentials に MIDI クロックを送る
Reason Essentials を他のデバイスのテンポに同期することを可能にします。「MIDI クロックへの同期」をご参照ください。

Remote（リモート）について
コントロールサーフェス（キーボード、リモートコントローラー、他）からの MIDI は Remote というプロトコルによって処理されま
す。Remote プロトコルにより Reason Essentials とコントロールサーフェスを統合して扱うことができます。基本的には各 Reason 
Essentials デバイスのパラメーター（トランスポートとシーケンサートラック選択を含む）を直に手でコントロールすることを可能に
するマッピングシステムと言えます。

この時点で Reason Essentials は多数のコントロールサーフェスとキーボードに対応しています - これらのデバイスのノブ、フェーダー
やボタンは各 Reason Essentials デバイスのパラメーターに自動的にマッピングされます。

さらに多くのコントロールサーフェスの Remote ドライバーも随時追加していきます。" 環境設定 " の " コントローラー " タブにもし
お持ちの機種が無い場合は Properllerhead ウェブページをチェックしてください。

Remote により Reason Essentials デバイスをコントロールすることは単純そのものです。コントロールサーフェスを Reason Essentials
で使うための設定は一度だけで済み、残りは Reason Essentials が処理します。
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セットアップ
コントロールサーフェスやキーボードの追加
以下のようにしてコントロールサーフェスを追加します - マスターキーボードを含む。

1. " 環境設定 "を開き、"キーボード＆コントローラー "ページを表示します。
2. コントロールサーフェスが USB で接続されている場合（または双方向MIDI 接続されている場合）、"コントローラーを自動設定 "
ボタンをクリックします。
Reason Essentials は全ての MIDI ポートをスキャンし、接続されているコントロールサーフェスを検出します。全ての機種が自動検
出に対応しているわけではないのでご注意ください。

検出されたサーフェスは " 登録済みの機器 " リストに表示されます

3. 手動でコントロールサーフェスを追加するには "追加 "ボタンを押します。
新しいダイアログが開きます。

4. " メーカー "ポップアップメニューから追加するコントロールサーフェスのメーカーを選択します。
メニュ－にメーカー名がない場合は下記を参照ください。

5. " モデル "ポップアップメニューから追加するコントロールサーフェスの機種を選択します。
メニュ－に機種名がない場合は下記を参照ください。



REMOTE - デバイスの演奏と制御410

6. 選択されたコントロールサーフェスの画像が表示され、機種によっては関連事項も表示されます - 関連事項は良く読んでください。
機種によっては Reason Essentials で使用するために特定のプリセットを選択する必要があります - それに関連する情報はここに表
示されます。

7. "MIDI 入力（Input/Port）"ポップアップメニューからコントロールサーフェスが接続されたインプットポートを選択します。
インプットポートが定かではない場合、" 検出 " ボタンをクリックし、コントロールサーフェスのコントロールを触る、またはキー
ボードを演奏すると自動的に正しいインプットポートが選択されます。

D コントロールサーフェスの機種によっては複数の "MIDI 入力（Input / Port） " ポップアップメニューがあるものもあります。
この場合、全ての "MIDI 入力（Input/Port）" ポップアップメニューにインプットポートをアサインする必要があります。

D コントロールサーフェスの機種によっては "MIDI 出力（Output / Port） " ポップアップメニューがあるものもあります。
これに "optional" と表示されている場合に限りポートを選択する必要はありません。しかしその他の場合はアウトプットポートを
アサインする必要があります。モーターフェーダー、ディスプレイなどの MIDI フィードバック機能が装備されているコントロール
サーフェスを使用する場合などが該当します。詳しくは「Control Surface Details（コントロールサーフェス詳細）」PDF をご参照く
ださい。

D Reason Essentials は実際に使用されているMIDI ポートのみを認識します。
このページ、または " 高度な設定 " ページ（「高度な MIDI 設定 - 外部からのコントロールバス入力」参照）で選択されていない
MIDI 入力は他のプログラムで使用できます。

D 他のMIDI プログラムには起動時にシステム全てのMIDI ポートをつかんでしまうものもあるのでご注意ください！

8. " 名前 " 欄にてコントロールサーフェスに好きな名称を付けることができます。
9. "OK" をクリックし、コントロールサーフェスを追加します。
D コントロールサーフェスの機種によっては、特定のプリセットを選択しなければならない、などの警告が出ることがあります。

場合によっては Reason Essentials が直接特定のプリセットをデフォルト値に戻すこともできます。この場合にも警告が出ます。

" キーボード＆コントローラー " ページに戻り、追加したコントロールサーフェスはリストに表示されます。
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お持ちのコントロールサーフェスがメニューにない場合
お持ちのコントロールサーフェスが " メーカー " または " モデル " ポップアップメニューに無い場合は、ネイティブ対応していないこ
とを意味します。これに当てはまるコントロールサーフェスは、汎用コントローラーとしてプログラムに対応しています。設定手順は
以下の通りです：

D " メーカー "ポップアップメニューから "Other" を選択し、" モデル " で以下の３つの選択枠から適当なものを選びます。

また、メーカー名はあるが機種のみリストにない場合は：

D " モデル "で以下の３つの選択枠から適当なものを選びます。

どちらの場合も、以下から選択します：

･ Basic MIDI Keyboard
プログラム可能なツマミ、ボタン、フェーダーなどは付いていない MIDI キーボードをお持ちの場合、これを選択します。演奏のみ
に使用されます（ピッチベンド、モジュレーションホイールなどのパフォーマンスコントローラーも含む）- このタイプのコント
ロールサーフェスでは Reason Essentials デバイスのパラメーターをコントロールすることはできません。

･ MIDI Controller
プログラム可能なツマミ、ボタン、フェーダーなど装備されているが鍵盤はない MIDI コントローラーをご使用の場合はこれを選択
します。 
コントロールする Reason Essentials デバイスに対して正しい MIDI CC メッセージを送信するように MIDI コントロールキーボード
を設定する必要があります - Reason Essentials の「MIDI Implementation Chart」ドキュメントをご参照ください。コントロール
サーフェスに REASON デバイス用のテンプレートやプリセットが用意されている場合は、これらを使用することもできます。

･ MIDI Keyboard with Controls
プログラム可能なツマミ、ボタン、フェーダーなど装備されている MIDI キーボードをお持ちの場合、これを選択します。このオプ
ションでもコントロールサーフェスが正しい MIDI CC メッセージを送信するように設定が必要です。

機種を選択したら前述のように MIDI 入力を選択します。

マスターキーボードについて
コントロールサーフェスの内、１つはマスターキーボードとして指定できます。マスターキーボードには鍵盤が付いている必要があ
り、特定の Reason Essentials デバイスにロックできません（つまり必ずシーケンサートラックの MIDI 入力に追従します）。このコン
トロールサーフェスを使って Reason Essentials のインストゥルメントデバイスを演奏します。

D 最初に追加された鍵盤付きのコントロールサーフェス（または自動検出されたもの）が自動的にマスターキーボードに指定されま
す。
この設定内容は環境設定の " 登録済の機器 " リストに表示されます。

D 別のコントロールサーフェスをマスターキーボードに指定するには、それをまずリストから選択し、"マスターキーボードに設定 "
ボタンをクリックします。
マスターキーボードは一台のみ指定できます。

D マスターキーボードを全く指定しない場合は、マスターキーボードに指定されているコントロールサーフェスをリストから選択し、
同じボタンをクリックします（この場合、ボタンは "マスターキーボードを解除 "に変ります）。

その他の機能
D コントロールサーフェスの設定内容を編集するには、リストからそのコントロールサーフェスをダブルクリックします（または選
択し、"編集 " をクリックします）。
必要に応じて名称と MIDI ポート設定を変えることができます。

D コントロールサーフェスを削除するにはリストから選択し、"削除 " をクリックします。

D "Reason Essentials で使用する "チェックボックスを無効にすることで、コントロールサーフェスを「切る」ことができます。
この機能はコンピューターに接続されたコントロールサーフェスを他のアプリケーションでのみ使用したい場合などに便利です。

環境設定の中には " 高度な設定 " ページもあります。 このページは外部からのコントロールと MIDI クロック同期の設定になり、操作の
ための MIDI コントロールは全て " キーボード＆コントローラー " ページにて設定します。
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セットアップの実例
セットアップには使用している MIDI 環境によって幾つかの方法があります。以下の方法を参考にしてください。

コントローラー付きのMIDI キーボード 1台
このセットアップではキーボードがマスターキーボードとなり、常にシーケンサー経由でルーティングされます（MIDI フォーカスさ
れているシーケンサートラックに接続されたデバイスをコントロール）。違うデバイスをコントロールするには違うシーケンサート
ラックを選択します。

ただし、リモートオーバーライドを使って他の Reason Essentials デバイスのパラメーター（またはトランスポートのようなグローバ
ル機能）をコントロールすることができます。

基本的なMIDI キーボードとコントロールサーフェス 1台
キーボードとコントロールサーフェスはそれぞれ別の MIDI ポート（または別々の USB）に接続します。この場合、基本的な MIDI
キーボードがマスターキーボードとなり、演奏とシーケンサーへのレコーディングに使用します。コントロールサーフェスはマスター
キーボードのアサインに追従させることができます - マスターキーボードで演奏しているデバイスのパラメーターを調整できます（上
記例と同じように）。

また、コントロールサーフェスを任意のデバイスにロックすることもできます - これにより、１つのデバイスを演奏しながら、別のデ
バイスのパラメーターを調整することができます。

コントローラー付きのMIDI キーボードと 1台以上のコントロールサーフェス
理想のセットアップです！全てのキーボードとコントロールサーフェスはそれぞれ別の MIDI ポート（または別々の USB）に接続しま
す。キーボードはシーケンサー経由でルーティングされ、内蔵コントローラーで演奏しているデバイスのパラメーターを調整できま
す。コントロールサーフェスはそれぞれメインミキサーや別のラックデバイスにロックできます。

例えば、メインミキサーにコントロールサーフェスをロックすれば常にレベル、Pan や他のチャンネルストリップパラメーターを制御
できます（「メインミキサーの Remote（リモート）コントロール」 と 「複数のミキサーチャンネルのリモートコントロール」参照）。
さらにトランスポート、取り消し（元に戻す）/ やり直し、シーケンサートラック MIDI フォーカス選択などの機能に専用のコント
ローラーをロックすることも可能です。

Remote の基本
各 Reason Essentials デバイスのパラメーターや機能は対応コントロールサーフェスのコントローラーにマッピングされています。" 環
境設定 " にてお持ちのコントロールサーフェスを追加した時点からパラメーターの調整を始められます。

･ デフォルトでは接続されたコントロールサーフェス全てがシーケンサーMIDI 入力（マスターキーボード）に追従するようになって
います。
つまりシーケンサートラックに MIDI 入力をアサインすることによりコントロールサーフェスをトラックに接続されたデバイスに
ルーティングします。この機能はコントロールサーフェスを特定のデバイスにロックすることにより回避できます - 「コントロー
ラーをデバイスにロック」参照。また特定のパラメーターに対してリモートオーバーライドマッピング（「リモートオーバーライ
ド」参照）を設定することもできます - こうしたパラメーターは MIDI 入力に関係なく選択したコントローラーにマッピングされま
す。

･ MIDI 入力を受けたトラックにアサインされている Reason Essentials デバイスのパラメーターは、コントロールサーフェスのコン
トローラー（フェーダー、ボタン、他）に標準マッピングされます。
例えば、Subtractor が MIDI 入力を受けている場合、コントロールサーフェスは最も重要な Subtractor パラメーターをコントロー
ルします。MIDI 入力を NN-XT につながったトラックにアサインすると今度は NN-XT のパラメーターをコントロールするようにな
ります。さらに多くのデバイスには標準マッピングのバリエーションもあります - 「マッピングバリエーションについて」参照。

! デバイスに関するさらなる情報は「Control Surface Detail（コントロールサーフェス詳細）」PDF をご参照ください。
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･ 対応コントロールサーフェスのトランスポート専用コントローラーは Reason Essentials のトランスポートコントロールに標準マッ
ピングされます。
トランスポート専用コントローラーが無いコントロールサーフェスでもリモートオーバーライドを使ってトランスポート機能に
マッピングすることができます - 「リモートオーバーライドマッピング」参照。

･ 他の重要機能、シーケンサー上のターゲットトラックの変更、パッチ選択、取り消し（元に戻す）/やり直しなどもリモートコント
ロール可能です。

「追加のリモートオーバーライド項目 ...」参照。

標準マッピング vs リモートオーバーライドマッピングについて
Reason Essentials のパラメーターは対応コントロールサーフェスに対して標準マッピングされます。Reason Essentials デバイスをリ
モートコントロールするためにユーザーが行わなければならない設定などは一切ありません。しかしリモートオーバーライドを使って
特定のパラメーターを特定のコントローラーにマッピングすることも可能です。

D 標準マッピングを使用すると各 Reason Essentials デバイスのリモートマッピングはソングを新規作成するたびに同じになります
（同じコントロールサーフェスを使用の場合）。
リモートオーバーライドマッピング（「リモートオーバーライド」参照）を使用した場合、オーバーライドマッピングはソングに保
存されます。しかし、ソングを新規作成すると異なるマッピングになってしまいます。

D どのパラメーターや機能が各 Reason Essentials デバイスに対して標準マッピングされているかはコントロールサーフェスの機種に
よります。

「Control Surface Detail」ドキュメントには多数のコントロールサーフェスの標準マッピングに関する情報が記載されています。また、
リモートオーバーライド編集モードを作動することにより、デバイス上のどのパラメーターがコントロールサーフェスにマッピングさ
れているか確認することもできます - 「リモートオーバーライド」参照。

D 複数のコントロールサーフェスを使用している場合、同じパラメーターが複数のコントロールサーフェスにマッピングされている
こともあります。
この状態自体には問題はありません。単純にデフォルトでは全てのコントロールサーフェスがマスターキーボードの MIDI 入力に追
従するという機能の作用です。サーフェスロック（下記参照）、またはリモートオーバーライド（「リモートオーバーライド」参照）
によりお持ちのコントロールサーフェスのすべてのコントロールを活用することができます。

マッピングバリエーションについて
大抵の場合、コントロールサーフェスに付いているコントローラーの数よりデバイスのパラメーター数の方が多いので、多くのデバイ
スには標準マッピングバリエーションが準備されています。選択された Reason Essentials デバイスに対し標準マッピングバリエー
ションを選択すると、新しいパラメーターセットがコントロールサーフェスにマッピングされます。

例えば、Subtractor に 8 本のノブが付いたコントロールサーフェスをルーティングした場合、デフォルトでフィルターパラメーターが
ノブにマッピングされるとします。バリエーション 2 を選択することでオシレーター設定を、バリエーション 3 は LFO を、と言った
具合にマッピングが変更されます。

D キーボードショートカットに対応したデバイスの場合、マッピングバリエーションは [Cmd]+[Option](Mac)/[Ctrl]+[Alt](Win) と数値
キー [1] から [10]（テンキーではない）を使って変更できます - [1] は標準マッピングです。
マッピングバリエーションの数はコントロールサーフェスの機種と選択された Reason Essentials デバイスによって異なります。選
択されたバリエーションは MIDI 入力を他のデバイス（または他のバリエーション）に変えるまで有効です。再びそのデバイスに
戻った場合はデフォルトの標準マッピング（バリエーション [1]）に戻ります。

D マッピングバリエーションを選択するための専用コントローラーを搭載しているコントロールサーフェスの場合、キーボード
ショートカットの代わりにこれを使います。

D ロックされたデバイス（「コントローラーをデバイスにロック」参照）は特定のマッピングバリエーションにロックすることもでき
ます。
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コントローラーをデバイスにロック
シーケンサーのマスターキーボード入力のアサインとは関係なく、常にレコーディングや調整可能であるようにコントロールサーフェ
スや MIDI キーボード / コントローラーを特定のデバイスにロックできます。これにより、複数のコントロールサーフェスやキーボー
ドから、複数のデバイスを同時に演奏 / レコーディングすることが可能になります。

例えば、コントロールサーフェスをメインミキサーにロックすることにより、他のデバイスの演奏 / 調整をしながら、常時レベル調整
がとれるようになります（「メインミキサーの Remote（リモート）コントロール」に使用例が記載されています）。

･ マスターキーボードはロックできません！
" 環境設定 " にてマスターキーボードを選択し、" マスターキーボードを解除 " ボタンをクリックできます。こうすればこのコント
ロールサーフェスをデバイスにロックし、コントローラーでパラメーターを調整することができますが、反対に演奏することはで
きなくなります。

･ 複数のコントロールサーフェスを同じデバイスにロックできます。
しかし、各コントロールサーフェスは一度に１つのデバイスのみにロックできます。

･ デバイスロックに関する情報（どのコントロールサーフェスがどのデバイスにロックされているか）はソングに保存されます。

コントローラーをデバイスにロック ...
デバイスをロックするには基本的に 2 つの方法があります：

" コントローラーをデバイスにロック ..." ダイアログを使う
1. " オプション " メニューから "コントローラーをデバイスにロック ..." を選択。

" コントローラーのロック ..." ダイアログが開きます。

この画像ではダイアログの中でマスターキーボードが選択されていますが、これはロックできません
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2. ダイアログ上部にある "コントローラー "ポップアップメニューから任意のコントロールサーフェスデバイスを選択します。

3. 次に " デバイスにロック "ポップアップメニューを開きます。
このポップアップにはソングに使用されている全てのデバイスがリスト表示されます。デフォルトで選択されている " マスター
キーボードに従う " はコントロールサーフェスがロックされていないことを意味します（つまりシーケンサーの MIDI 入力に追従し
ます）。

4. 選択されているコントロールサーフェスにロックしたいデバイスをリストから選択します。
D 選択されているコントロールサーフェスがキーボードショートカットによるマッピングバリエーション選択（「マッピングバリエー
ションについて」参照）に対応している場合は " 常に固定したマッピングで使用 "ポップアップが表示されます。
このポップアップでは特定のマッピングバリエーションをロックするか、キーボードショートカットによるマッピングバリエー
ションの変更を許可するかを選択します。マッピングバリエーションをロックする場合はリストから任意のバリエーションを選択
します。バリエーションの変更を可能にする場合は " キーボードショートカットに従う " を選択します。

5. 設定が終わったらダイアログを閉じます。
デバイスは選択したコントロールサーフェスにロックされました。リモートオーバーライド編集モード（「リモートオーバーライド
編集モードをアクティブにする」参照）ではロックされたデバイスのパネル左上角にロックマークが表示されます。

q また、コントロールサーフェスを ReGroove Mixer（「ReGroove Mixer」参照）にロックして、Remote でパラメーターを制御できま
す。
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コンテクストメニューを使う
D 素早くデバイスをロックするにはデバイスパネルを右クリック（Win）/[Ctrl]- クリック（Mac）しコンテクストメニューを開きま
す。
コンテクストメニューにはマスターキーボードを除く使用可能な全てのコントロールサーフェスが "（モデル名）にロック " という表
記でリスト表示されます。選択するとそのコントロールサーフェスにデバイスはロックされます。コンテクストメニューではデバ
イスにロックされたコントロールサーフェスにチェックマークが表示されます。

デバイスのロックを解除する
D ロックされたデバイスを解除するにはコンテクストメニューをそのデバイスから開き、チェックの入った "このデバイスに～をロッ
ク "の項目をクリックします。
デバイスはロック解除され、コントロールサーフェスはマスターキーボードの MIDI 入力に追従します。

D もう１つの方法は、"コントローラーのロック"ダイアログを開き、"デバイスにロック"ポップアップで"マスターキーボードに従う"
を選択します。
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リモートオーバーライド
リモートオーバーライドにより、任意のパラメーターや機能をコントロールサーフェスのコントローラーへ強制的にマッピングするこ
とができます。

リモートオーバーライド編集モードをアクティブにする
1. " オプション " メニューの "リモートオーバーライド編集モード "を選択します。

ラック上の未選択のデバイスが全てグレーアウト表示され、編集モードに入ったことを示します。選択されたデバイス（トランス
ポートパネルを含む）にはコントロールサーフェスへマッピング可能なパラメーター全てに青いアローマークが表示されます。

リモートオーバーライド編集モード、ミキサーデバイスを選択

どのパラメーターが現在マッピングされているか確認するには、シーケンサーの MIDI 入力をそのデバイスのトラックにルーティング
します：

2. ラックのデバイスを選択し、そのシーケンサートラックにMIDI 入力をアサインする。
標準マッピングされたパラメーターは黄色いノブマークで示されます。

パラメーターを標準マッピングされた Subtractor



REMOTE - デバイスの演奏と制御418

D トランスポートパネルを選択することもできます！
トランスポートパネル上の多くの項目はコントローラーにマッピングできます。シーケンサーでまず MIDI 入力をアサインしなくて
はならない他のデバイスと違い、トランスポートパネルを選択すると標準マッピングは自動的に表示されます。

D 標準マッピングされたパラメーターにマウスを置くと、コントロールサーフェス上のどのコントローラーにアサインされているか
表示するツールティップが現れます。

リモートオーバーライドマッピング
リモートオーバーライド編集モードが起動している時、以下の方法でパラメーターをコントローラーにマッピングできます：

方法 1：
1. マッピングしたいパラメーターを選択します。

アロー（またはノブ）マークがオレンジ色に変り、選択されたことを示します。

2. " 編集 " メニューの "リモートオーバーライドマップを編集 ..." を選択します。
また、パラメーターを右クリック (Win) または [Ctrl]- クリック (Mac) して同じアイテムをコンテクストメニューから選択すること
もできます。

D 手動でマッピングするコントロールサーフェスとコントローラーを 2つのポップアップから選択します。
" コントローラー " ポップアップには使用可能な全てのコントロールサーフェスがリスト表示され、" コントロール " ポップアップ
には選択されたサーフェス上でマッピング可能な全てのコントローラーがリスト表示されます。

D または "コントローラーからの入力を検知 "をアクティブにし、パラメーターにマッピングしたいコントローラーを操作します。
ノブを動かすと、" 入力センサー " フィールドが反応し、マッピングされたコントロールサーフェスとコントローラーが表示されま
す。

D コントロールサーフェスにキーボードがある場合、ノートをコントローラーとして使用することもできます。
ノートはオン / オフボタンと同じように作動します。" コントロール " ポップアップで " キーボードを選んだ場合、ダイアログに
ノート番号のフィールドが現れます。
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3. OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。
マッピングされたパラメーターには稲妻マークが現れ、オーバーライドマッピングされていることを示します。オーバーライドさ
れたパラメーターは常にリモートオーバーライド編集モードで表示されます。デバイスが選択され、MIDI 入力がフォーカスされて
いる必要はありません。

4. リモートオーバーライド編集モードを終了するには、"オプション " メニューの " リモートオーバーライド編集 "モードを選択して
チェックを外します。

[Esc] キーを押して終了することもできます。

方法 2：
1. マッピングしたいパラメーターをダブルクリックします。

パラメーターに回転する稲妻マークが現れ、" コントローラーからの入力を検知 " モードがアクティブであることを示します。[Esc]
キーを押すとこのモードを終了します。

2. パラメーターにマッピングしたいコントローラーを操作します。
パラメーターはこのコントローラーにマッピングされます。

オーバーライドマッピングを編集するには必ずしもリモートオーバーライド編集モードがアクティブである必要はありません - 下記参
照。

リモートオーバーライド編集モードがアクティブではない場合のオーバーライドマッピング
リモートオーバーライド編集モードが " オプション " メニューでアクティブなとき、アローマークはマッピング可能なパラメーターを
示し、マッピングされたパラメーターにはタグが貼られます。しかしこのモードのときは通常の Reason Essentials の操作を行うこと
はできません。実際のところリモートオーバーライド編集モードは、マッピング可能なパラメーターとマッピングされたパラメーター
を確認するために用意されているのです。

D マッピング設定のより簡単な方法として、任意のパラメーターを右クリック (Win) または [Ctrl]- クリック (Mac)/ します。
コンテクストメニューが開きますので、" リモートオーバーライドマップを編集 " を選択します。" リモートオーバーライドマップ
を編集 " ダイアログが表示され、パラメーターのマッピングをすることができます。このように、パラメーターに何も設定されて
おらずアサイン可能だと分かっている場合、" オプション " メニューから編集モードを選択する必要はありません。
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リモートオーバーライド消去
選択されたパラメーターに対して以下のようにします：

1. リモートオーバーライドを消去したいパラメーターを選択します。
稲妻マークはオレンジ色に変り、選択されていることを示します。

2. " 編集 " メニューから "リモートオーバーライドマップを消去 ..." を選択します。
また、パラメーターを右クリック (Win) または [Ctrl]- クリック (Mac) してコンテクストメニューを開き、同じメニューアイテムを
選択することもできます。これはリモートオーバーライド編集モードのアクティブ / 非アクティブに関係なく選択できます。

選択したデバイスのリモートオーバーライドマッピングを一度に全て取り除くことも可能です：

1. リモートオーバーライドを取り除きたいデバイスを選択します。
2. " 編集 " メニューから "デバイス内の全リモートオーバーライドマップを消去 "を選択します。

また、デバイスパネルを右クリック (Win) または [Ctrl]- クリック (Mac) してコンテクストメニューを開き、同じメニューアイテム
を選択することもできます。

リモートオーバーライドマップのコピー / ペースト
デバイスのリモートオーバーライドマップをコピーして、同じタイプのデバイスへペーストすることができます。以下のように行いま
す：

1. リモートオーバーライド編集モードをアクティブにした状態でリモートオーバーライドマップをコピーしたいデバイスを選択し、
"編集 " メニューから "リモートオーバーライドマップをコピー "を選択します。
また、デバイスパネルを右クリック (Win) または [Ctrl]- クリック (Mac) してコンテクストメニューを開き、同じメニューアイテム
を選択することもできます。

2. マッピングをペーストしたいデバイスを選択します。
マッピングをコピーしたデバイスと同一タイプのデバイスでなければなりません。トランスポートパネルからリモートオーバーラ
イドマップをコピーした場合は別のソングにしかペーストできません。

3. " 編集 " メニューから "リモートオーバーライドマップをペースト（貼り付け）"を選択します。
以下の事が起こります：

D 同じソング内のデバイスにペーストした場合、オーバーライドが既に使用されているというダイアログが現れます。
このダイアログでペーストをキャンセルするか、このデバイスにマップを移すか選択します。

D 別のソング内のデバイスにペーストした場合、リモートオーバーライドマップはそのままペーストされます。
この場合、元のリモートオーバーライドマップは影響を受けません。
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追加のリモートオーバーライド項目 ...

" オプション " メニューには " 追加のリモートオーバーライド項目 ..." というアイテムがあります。これを選択するとダイアログが開
き、リモートオーバーライド編集モードではアサインできないリモート機能（ターゲットトラックの選択、取り消し（元に戻す / やり
直し）、他）が表示されます。

このダイアログ内のアイテムの多くは分かりやすいものですが、説明が必要なものもいくつかあります。これらの説明は以下の通りで
す：

" ターゲットトラック（Delta） " と " 前の / 次のターゲットトラック "
D " ターゲットトラック " とはマスターキーボード（MIDI 入力）にフォーカスされたトラックのことです。

" 前の / 次のターゲットトラック " をコントロールサーフェスのボタン 2 つにアサインすることでトラックリストのキーボードマー
クを上下に動かすことができます。

D " ターゲットトラック（Delta） " は "Delta" コントローラー（最小 / 最大値のない特別なコントローラー）でのターゲットトラックの
選択を可能にします。
Mackie のジョグダイアルはこのタイプのコントローラーの一例です。

D " 前の / 次のターゲットトラックを選択 "は標準ボタンコントローラーにアサイン可能です。

" ターゲットデバイスのパッチを選択 "と " ターゲットデバイスの前の / 次のパッチを選択 "
" ターゲットデバイス " とはターゲットトラックに接続されたデバイスを指します。

D パッチ選択は通常コントロールサーフェスのボタンに標準マッピングされます。
MIDI 入力を受けているパッチデバイスのパッチ選択の標準マッピングをオーバーライドしたい場合は、ここでアサインします。

たとえば特定のコントロールサーフェスの同じボタンを、常にパッチ選択に使用したい場合など。

D " ターゲットデバイスのパッチを選択（Delta） " もまた "Delta" タイプのコントローラー（上記参照）にアサインするためにありま
す。
これにより、ホイールを時計回りや反時計回りに回してターゲットデバイスのパッチ選択を行えます。

D " ターゲットデバイスの前の /次のパッチを選択 "は標準ボタンコントローラーにアサイン可能です。
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” キーボードショートカットバリエーションを選択 (Delta)” と ” 前 / 次のキーボードショートカットバリ
エーションを選択 ”
コントローラーをこれらにマップすることで、コントロールサーフェスからキーボードショートカットのバリエーションを変更できま
す。

･ 通常「前 / 次を選択」機能はボタンにマップされ、キーボードショートカットバリエーションの切り替えを可能にします。

･ Delta 機能は Delta タイプのコントローラーにマップしなければ使用できません。

･ キーボードショートカットバリエーションは Reason Essentials のグローバル設定です。使用可能なすべてのコントロールサーフェ
スに作用します（キーボードショートカットバリエーションがあり、かつサーフェスロックダイアログにて特定のデバイスやバリ
エーションにロックされていない場合）

" 取り消し / やり直し "
" 取り消し / やり直しもコントローラーにアサインできます。これは " 編集 " メニューの取り消し / やり直しアイテムを使用するのと同
じように作用します。

" ソング名 "
ソング名をコントロールサーフェスのディスプレイに表示します。ただしこの機能に対応した機種のみ可能です。

追加リモートオーバーライド項目のアサイン
このダイアログでのオーバーライドのアサインは、標準リモートオーバーライドのアサインと似ています：

1. リストからマッピングしたい機能 / パラメーターを選択し、"編集 ..." をクリックします。
" リモートオーバーライドマップを編集 " ダイアログが開きます。ここで選択した機能 / パラメーターにコントローラーをアサイン
します。また、リストの機能 / パラメーターをダブルクリックするだけでこのダイアログを開けます。

2. OK をクリックしてダイアログを閉じます。

追加リモートオーバーライド項目の解除
1. " オプション " メニューから "追加リモートオーバーライド項目 "を選択します。

リストでどの機能 / パラメーターがオーバーライドマッピングされているか確認できます。

2. オーバーライドマッピングになっているアイテムを選択し、"クリア "をクリックします。
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キーボードコントロール
キーボードにリモートコマンドをアサインする方法は、MIDI を使用しません。そのため特別な設定を行う必要はありません。キー
ボードリモートでは、リモートオーバーライドマッピングと同じパラメーターを操作することができますが、機能的に異なる点があり
ます。 

･ キーボードリモートでは、パラメータのオン / オフ、最大値 / 最小値を切り替えられるだけです。

そのため、ノブやスライダー、ロータリーをキーボードリモートにアサインした場合は、最大値と最小値が切り替わるだけになりま
す。しかしエンベロープなどで採用されている、マルチセレクターボタンの場合は、キーボードリモートで順々に切り替えていくこと
ができます。

! 注：ReGroove Mixer パラメーターにキーボードコントロールは使用できません。

キーボードコントロールを有効にする
キーボードコントロールを有効にするには、" オプション " メニューの " キーボードコントロールを有効化 " を選択します。

キーボードコントロールの編集
D リモートコントロールが可能なパラメーターを確認するために、"オプション "メニューから "キーボードコントロール編集モード " 
を選択します。
キーボードコントロールで操作可能なパラメーターの上に、黄色のアローマークが表示されます。

Redrum で " キーボードコントロール編集モード " が有効にされた状態

! メインミキサーのチャンネルストリップパラメーターもキーボードコントロール機能で制御できますが、これには編集モードがあ
りません。設定を行うには各チャンネルストリップパラメーターを右クリック (Win) または [Ctrl]- クリック (Mac) して、コンテク
ストメニューから ”キーボードコントロールマップを編集 ”を選択します。
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D アサイン可能なパラメーターを選択クリックしたら、"編集"メニューから" キーボードコントロールマップを編集"を選択できます。
ダイアログが表示され、このパラメーターをコントロールするためのキーコマンドを設定することができます。

ここで使用できるのは [Space] 、[Tab] 、[Enter] 、テンキー以外のキー（Transport 機能のため確保されています）と、ファンク
ションキー（[F2]、[F3] を除く）です。 また、[Shift] キーを組み合わせることもできます（この場合も上記のキーを使用することは
できません）。

" キーボードコントロールマップを編集 " ダイアログ

D パラメーターを操作するためのキー（あるいは [Shift] キーとの組み合わせ）を押します。
" キー入力センサー " フィールドが反応して、入力されたキーを学習したことを示します。そしてダイアログには入力されたキーの
名前が表示され、[Shift] キーとの組み合わせの場合は " シフト " チェックボックスがチェックされます。

アサイン可能なパラメーターのアローマークをダブルクリックしてキーボードコントロールの設定を行うことも可能です：

D 回転する黄色の長方形が現れ、"学習 "モードを示します。パラメーターをコントロールする任意のキー（またはキーの組み合わせ）
を押します。
回転が止まり、長方形はキー（またはキーの組み合わせ）を表示します。

2 種類のエディットキーボードリモートモードについて
" オプション " メニューで " キーボードコントロール編集モード " が有効のとき（チェックマークが付いているとき）、アサインされた
パラメーターにはタグが貼られ、そのパラメーターのリモートキーを表示します。しかし、このモードのときは通常の Reason 
Essentials の操作を行うことはできません。実際のところ " キーボードコントロール編集 " モードは、アサイン可能なパラメーターと
アサインされたパラメーターを確認するために用意されているのです。

D キーボードリモートコマンドを設定するより簡単な方法は、"オプション"メニューの"キーボードコントロール編集モード"を無効に
して、任意のパラメーターを右クリック（Win）/[Ctrl] - クリック (Mac) します。
ポップアップメニューが開きますので、" キーボードコントロールマップを編集 " を選択すると、" キーボードコントロールマップ
を編集 " ダイアログが表示されます。このように、パラメーターが設定可能だと分かっている場合、" オプション " メニューから "
キーボードコントロール編集モード " の有効 / 無効を選択する必要はありません。

! 注：メインミキサーチャンネルストリップのパラメーターには以上の方法でのみキーボードコントロールをアサインできます。

リモートセットアップの保存
対応コントロールサーフェスの Reason Essentials デバイスへの標準 Remote マッピングは内蔵されているため、MIDI リモートマッピ
ングを保存する必要はありません。ただし、特定のリモートオーバーライドマッピングやキーボードコントロールをテンプレートとし
て使用するために保存することはできます。

D これは、関連したキーやリモートオーバーライドのマッピングの設定がされた全てのデバイスを含むソングファイルを、シーケン
スデータなしで保存することで可能です。
このソングファイルは、以降、単にロードして " 別名で保存 ..." を選択して別の名前で保存するだけで、新しいソング作成の最初の
部分として使用できます。

q ヒント：このような ”Remote テンプレート ”ソングはテンプレートソングフォルダーに保存すると良いでしょう。保存手順は「テン
プレートソングとしてソングを表示」をご参照ください。
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この章について
ここでは他のソフトウェアに ReWire を利用してオーディオを送り、スレーブとして Reason Essentials を使用する方法を説明します。

Reason Essentials で ReWire を利用するメリット
Reason Essentials は単体で音楽制作を完結できるソフトウェアですが、他の要素を加えたいときに ReWire を利用するといいでしょう。
例えば、

･ ソフトウェアシンセサイザー（MIDI 制御されるプラグインなど）。

･ ハードウェアシンセサイザー（MIDI 制御されたもの）。

Reason Essentials と他のアプリケーションを ReWire で併用することで、Reason Essentials ソングに他の音楽やレコーディング、外部
の MIDI インストゥルメントなどを加えることができます。また他のオーディオシーケンサーのオーディオトラックに Reason 
Essentials のトラックを録音すれば、Reason Essentials トラックを他のソフトウェアプラグインや外部エフェクトで処理できます。

ReWire について
オーディオを取り扱う 2 つのソフトウェアを完全に結合するために、Propellerhead 社では ReWire テクノロジーを開発しました。
ReWire は、以下のような特徴を備えています。

ReWire 1.0
･ 独立した複数のオーディオシグナルを、リアルタイムかつ非圧縮で他のソフトウェアにストリーミング

･ 2つのソフトウェア間で、完全なサンプルアキュレートシンクを実現

･ 2つのソフトウェアで 1種類のオーディオハードウェアを共用可能

･ 2つのソフトウェア、どちらからでもトランスポートコントロールが可能

･ 2つのソフトウェアを別々に使用するよりも、コンピューターへの負担が少ない

ReWire 2.0
ReWire 2.0 規格ではより多くの機能が追加されました。以下にはその中でも重要な機能です。

･ 最高 256 チャンネルオーディオ（ReWire 1.0 では最高 64チャンネルオーディオ）

･ 最高 4080 の MIDI チャンネル（＝各々が 16 MIDI チャンネルのMIDI デバイスが 255 系統）

･ ホストアプリケーション側でスレーブとなるソフトウェアからデバイス、コントローラー、サウンドの名称を表示可能

ReWire の仕組み
Reason Essentials で ReWire を利用するためのコンポーネントは以下の 3 つで構成されています。

･ Reason Essentials ソフトウェア

･ "Reason Essentials Engine"（DLL ファイル -Windows /ライブラリファイル - Macintosh）

･ "ReWire"（DLLァイル -Windows /ライブラリファイル - Macintosh）

"Reason Essentials Engine" と "ReWire" が、Reason Essentials が他のソフトウェアとオーディオシグナルのやり取りを行うためのリ
ソースとなります。

用語
本文では Reason Essentials を ReWire スレーブ、Reason Essentials からオーディオを受信するアプリケーション（例えば Steinberg 
Cubase、 Apple Logic Audio、MOTU Digital Performer など）をホストアプリケーションとして説明します。
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必要となるシステム条件
オーディオを取り扱う 2 つのソフトウェアを同時に使用するため、やはりある程度のパワーを備えたコンピューターが必要となりま
す。しかし ReWire を利用した場合は、2 つのソフトウェアを同時にそれぞれ異なるオーディオカードで使用するときよりも CPU パ
ワーの消費は少なくなります。

もちろん、Reason Essentials と共に使用するソフトウェアのオーディオ機能が強力なものであれば相当な CPU パワーが必要となり、
また大きな RAM 容量も必要になります。

同期について
他の機材への同期は Reason Essentials ではなく、すべてホストアプリケーションによって処理されます。同期に関する特別な事項な
どはありません。ホストアプリケーションのドキュメントなどに記載されたオーディオチャンネルの同期に関する事項はすべて
ReWire チャンネルにも当てはまります。

ReWire を使用しない場合の MIDI クロックの同期に関する情報は「MIDI クロックへの同期」をご参照ください。

ソフトウェアの起動 / 終了
ReWire を利用する場合、ソフトウェアを起動および終了する順番が非常に重要になります。

ReWire を利用する場合の起動順序
1. 最初にホストアプリケーションを起動します。
2. その後に Reason Essentials を起動します。

ReWire を利用している場合の終了順序
作業が終了したら、以下の順番でソフトウェアを終了します。

1. 最初に Reason Essentials を終了します。
2. その後にホストアプリケーションを終了します。

Reason Essentials と ReWire を利用しない場合のホストアプリケーションの起動
Reason Essentials を使用しないでホストアプリケーションのみを使用する場合は、通常通り起動します。そして ReWire チャンネルに
関してはオフにしておくこと推奨します。しかしオンのままでも特に問題はありませんし、ReWire は実際に使用していない限り CPU
パワーを余計に消費することはありません。

ホストアプリケーションを利用しない場合の Reason Essentials の起動
ReWire を使用せず、Reason Essentials のみを使用する場合は、通常通り起動します。

ReWire を利用しないで、Reason Essentials とホストアプリケーションを同時に使用する場合
ReWire を利用しないで Reason Essentials とホストアプリケーションを同時に立ち上げる状況はあまりないかもしれませんが、そのよ
うな場合は以下のような順番で起動します。

1. 最初に Reason Essentials を起動します。
2. その後にホストアプリケーションを起動します。
ReWire に関する警告がホストアプリケーション側に表示されるかもしれませんが、それは無視しても構いません。ただ、オーディオ
を取り扱う 2 つのソフトウェアを同時に使用する場合、システムリソース（例えば、オーディオハードウェアなど）を奪い合う可能性
がある点にご注意ください。
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トランスポートとテンポのコントロール
トランスポートコントロールの概要
ReWire を利用した場合は、2 つのソフトウェアのトランスポートコントロールは完全にリンクします。再生、ストップ、巻き戻し、
早送りなどの操作は、どちらのソフトウェアからも行うことができます。従ってトランスポートコントロールは 2 系統あるという点に
注意してください。

! 注：Reason Essentials を ReWire スレーブとして起動した場合、Reason Essentials のオーディオトラックに録音はできません。

ループセッティング
Reason Essentials とホストアプリケーションは、ループ（サイクルと呼ぶ場合もあります）セッティングもリンクします。ループセッ
ティングはどちらのソフトウェアからも設定することができ、一方を変更するともう一方にもその設定が反映されます。

テンポの設定
テンポの設定については、常にホストアプリケーション側がマスターとなります。つまり、ホストアプリケーション側で設定されてい
るテンポで両方のソフトウェアは動作します。しかしホストアプリケーション側でテンポチェンジのオートメーションを設定していな
い場合は、どちらのソフトウェアからでもテンポを設定することができ、一方を変更するともう一方にもその設定が反映されます。

! ホストアプリケーション側でオートテンポチェンジを使用している場合は、Reason Essentials 側でテンポを設定する意味はありま
せん。Reason Essentials 側のテンポ設定は完全に無視されます。

! ホストアプリケーションでテンポオートメーションを行ったりテンポを変更した場合、Reason Essentials のオーディオトラックは
高品位ストレッチしません。

オーディオのルーティング
Reason Essentials 側の準備
Reason Essentials から ReWire ホストアプリケーションにオーディオをルーティングする場合、Reason Essentials のラック最上段にあ
る Hardware Interface（ハードウェアインターフェース）を使用します。基本的に Hardware Interface 内の出力は全て独立した
ReWire チャンネルに接続されています：

･ ホストアプリケーション上のミキシング機能をフルに活用するためには、異なる Reason Essentials ミックスチャンネルやオーディ
オトラックデバイスをそれぞれ直接Hardware Interface に接続する必要があります（「ミックスチャンネルとオーディオトラック
デバイスの "Direct Out"（ダイレクト出力）の使用」参照）。
例えば、Reason Essentials ソングが８個の異なる楽器デバイスを含み、直接またはミックスチャンネルデバイスを経由して
Hardware Interface の異なる入力にそれぞれ接続されている場合、ホストアプリケーション上では独立した ReWire チャンネルとし
て表示されます。この場合、ボリューム・定位・エフェクトや EQ などの調整といったホストアプリケーションのミキシング機能
を利用できます - Reason Essentials の各デバイスごとに独立した操作が可能なのです！
全ての Reason Essentials デバイスをメインミキサーを通して Hardware Interface にステレオ入力する場合、全てのデバイスの出力
がミックスされた状態で ReWire ホストアプリケーションの１ステレオチャンネルに表示されます。こちらの場合も当然正しく動作
しますが、ホストアプリケーション上で個別デバイスをミックスしたり、エフェクトなどの処理を行ったりすることはできません。
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ReWire ホストアプリケーション上でのルーティング
以下は Cubase をホストアプリケーションとした場合の Reason Essentials の使用方法説明です。他のホストアプリケーション上で
ReWire チャンネルを有効にし、ルーティングする方法は www.propellerheads.se/rewirehelp をご参照ください。

1. Cubase の "Devices" メニューを開き、ReWire アプリケーション名をメニューから選びます（この場合 Reason Essentials で
す）。この "Devices" メニューでは Cubase が認識した ReWire 互換アプリケーション全てが利用可能です。

2. ReWire パネルが現れます。ここには利用可能な全ての ReWire チャンネルが並びます。有効 / 無効にしたいチャンネルの "Active"
項目にある緑色のボタンをクリックします。
このボタンはチャンネルが有効の場合に点灯して使用可能であることを知らせます。上記の通り、Reason Essentials の Hardware 
Interface 入力に接続した Reason Essentials のデバイスによって、有効にしなければいけないチャンネルとその数は変わります。

3. 必要に応じて、列の右にあるラベル項目をダブルクリックして、別名に変更します。
ここにあるラベルは Cubase SX / SL ミキサー上で ReWire チャンネルを見分けるために使用されます。

4. Cubase Mixer を開く
Mixer 上に新しくチャンネル - 有効な ReWire チャンネル１つにつき、１チャンネル - が追加されています。チャンネルが見えない
場合は、ミキサーウィンドウをスクロールする、もしくは "Mixer View" オプションをチェックする必要があります（Cubase Mixer
ではユーザーの希望に応じて異なるチャンネルタイプが表示 / 非表示されます）。

5. 再生を開始します（Reason Essentials / Cubase どちらからアクセスしても自動でシンクロナイズされます）。
ReWire チャンネルを再生するレベルメーターが稼働していることが確認でき、Reason Essentials のデバイスから Cubase Mixer を
通ったサウンドを聴くことができます。もちろん、これは Reason Essentials のソングが音楽を含んでいなければいけません！

6. Cubase のミキシング機能を使用して、エフェクトや EQなどの処理を行います。

ReWire 2 経由のMIDI ルーティング
以下は Cubase をホストアプリケーションとした場合の Reason Essentials の使用方法説明です。他のホストアプリケーションから
Reason Essentials と REASON へ MIDI をルーティングする方法は www.propellerheads.se/rewirehelp でご確認ください。

1. Cubase 上で、Reason Essentials デバイスにルーティングしたいMIDI トラックを選択します。
2. このトラックの "MIDI Output" メニューを開きます（インスペクターもしくはトラックリストにあります）。

通常のハードウェア MIDI 出力のほか、現在 Reason Essentials のソング上にある全てのデバイスがポップアップメニューにリスト
アップされます。

3. ポップアップメニューから Reason Essentials のデバイスを選択します。
MIDI トラックの出力がデバイスにルーティングされます。

･ トラック上でMIDI パートを再生している場合、MIDI ノート情報は - トラックが通常のMIDI サウンド音源に接続しているかのよ
うに - Reason Essentials デバイスに送られます。
デバイスのサウンドは ReWire を通って Cubase に戻されます - どのチャンネルが表示されるかはどのようにデバイスが Reason 
Essentials 上の Hardware Interface（ハードウェアデバイス）にルーティングされているかによります。上記解説の通りです。

･ デバイスを生演奏したい場合、Cubase 上でトラックにアクセスする適切なMIDI 入力が選択されている必要があります（この入力
とはMIDI キーボードが接続されている入力のことです）。
"Monitor" ボタンが有効であれば、全ての MIDI 入力情報（例えば、キーボードでプレイした情報）がこのトラックに即座に送られ
ます（例えば、Reason Essentials のデバイスに送られます）。

www.propellerheads.se/rewirehelp
www.propellerheads.se/rewirehelp
www.propellerheads.se/rewirehelp
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ReWire チャンネルのオーディオトラックへのコンバート
ほとんどの場合、それぞれ独立した ReWire チャンネルを、一般的なオーディオトラックにコンバートする必要はありません！この
チャンネルはホストアプリケーションのミキサー上で確認でき、一般的なオーディオチャンネル上で行うリアルタイム処理（エフェク
ト・EQ・ボリューム・定位・ミュートオートメーションなど）と同じことができます。

それでも ReWire チャンネルをオーディオトラックにコンバートしなければいけない場合もあるでしょう（例えば Cubase のみで作業
を続けたい場合）。このための最も簡単な方法は Reason Essentials の ” ミキサーチャンネルをバウンス ” 機能でしょう（「ミキサーチャ
ンネルのバウンス」参照）。ミキサーチャンネルをバウンスして生成したオーディオファイルを、ホストアプリケーションのトラック
にインポートすれば、更なる処理を加えることができます。

また、ホストアプリケーションの "Export Audio" もしくは "Bounce" 機能を利用することもできます。Cubase の場合、以下の手順で
作業を進めます：

1. Reason Essentials のデバイスが ReWire を経由して適切に再生されていることを確認してください。
2. Cubase Mixer で、オーディオトラックへのコンバートを行いたい ReWire チャンネルを "Solo" モードにします。

他のチャンネルが "Solo" モードになっていないことを確認します。

3. Cubase の Project ウィンドウで曲全体（あるいは必要な部分のみ）を囲むよう左右のロケーターをセットします。
"Cycle"（ループ）機能がオフになっていることを確認します。

4. Cubase の " ファイル "メニューを開き、"Export" のサブメニューから "Audio Mixdown" を選びます。
"Export Audio Mixdown" ダイアログが現れます。

5. "Import to Pool" と "Import to Track" オプションを有効にし、その他ダイアログを必要に応じて埋めます。
Cubase のミキサーオートメーションファイルフォーマットやファイルネームの選択などが行えます。

6. "Save" をクリックします。
ReWire チャンネルがディスク上の新しいオーディオファイルとして作成されます。このファイルを参照するクリップが "Pool" 内に
現れます。そしてこのクリップを再生するオーディオイベントが新しいオーディオトラック上に作成、配置され、左ロケーターの
ポジションから再生されます。

･ オーディオトラックを再生すると、ReWire チャンネルと同じ内容を聞くことができます。
オーディオ化した後は ReWire チャンネルをミュートもしくは無効にしておく必要があり、でないと ReWire とオーディオトラック
から同じ音が同時に聴こえてしまうからです。

D ReWire チャンネルをすべてこの方法でコンバートするために、上記の手順で作業を進めます（ただし、Cubase "Mixer" 上で毎回別
の ReWire チャンネルをソロモードにします）。

! この方法で ReWire チャンネルをコンバートすると、曲の長さにもよりますが、非常に大きなサイズのオーディオファイルが多数
作成されることになります。ディスクの空き容量が十分にあることを確認してください。

様々な ReWire ホストに関するより詳しい情報
Propellerhead Software の Web サイトには、ホストアプリケーションで ReWire を設定する方法に関する最新情報が記載されていま
す。

詳しくは www.propellerheads.se/rewirehelp をご確認ください。

http://www.propellerheads.se/rewirehelp
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本章について
本章は ReWire を使用しないで Reason Essentials を MIDI クロックに同期する方法と、外部からのコントロールを使った高度な MIDI
ルーティングについて説明します。

MIDI クロックへの同期
ReWire をお使いの皆様へ・お読みください！
本章は MIDI クロックを経由した同期方法について書かれています。ReWire をお使いの皆様は、この章をお読みになる必要はありませ
ん。ReWire 互換アプリケーションをご使用の場合、ReWire が自動的に全ての同期を管理します。詳細は「同期について」をご参照く
ださい。

同期とMIDI クロックとは
同期とは、Reason Essentials と他のソフトウェアあるいは外部機器が同じテンポで動作して、スタート、ストップ、ロケートを同時に
行うことです。これは Reason Essentials と他のソフトウェアあるいは外部機器が MIDI クロックを送受信することによって実現しま
す。MIDI クロックとは MIDI データの一部で、非常に速いメトロノームのようなものです。MIDI クロックには、スタート、ストップ、
16 分音符単位のロケートの各情報が含まれます。

Reason Essentials は、外部 MIDI 機器（シーケンサーやドラムマシンなど）あるいは同じコンピューター内で動作する MIDI ソフト
ウェアと同期することができます。

マスターとスレーブ
同期を行う場合は、常にマスターとなる存在が必要となり、その他はそのマスターにスレーブ（追随）するという形になります。言い
換えればスレーブはマスターのテンポで動作するので、テンポの設定はマスター側でのみ行えばよいことになります。

･ Reason Essentials は常にスレーブとなります。Reason Essentials は MIDI クロックを受信するだけで、送信はできないということ
です。

! シンクの含まれるプロジェクトを作成する前に「Reason Essentials を外部MIDI 機器にスレーブさせる」 ,「Reason Essentials を他
のソフトウェアにスレーブさせる」と「同期する際の注意事項」をご参照ください。 .

Reason Essentials を外部MIDI 機器にスレーブさせる
ここでは Reason Essentials と外部 MIDI 機器（シーケンサー、ドラムマシン、他のコンピューターなど）を MIDI クロック信号で同期
する方法を説明します。

1. Reason Essentials を使用しているコンピュータを USB / MIDI で外部MIDI 機器に接続します。
2. 外部MIDI 機器で、MIDI クロックを正しく出力するように設定します。
3. Reason Essentials で、" 編集 " メニュー（Mac OS X では "Reason Essentials" メニュー）から " 環境設定 "ダイアログを開き、"
高度設定 " タブをクリックします。

4. "MIDI クロック同期 "ポップアップメニューから、接続されている外部MIDI 機器を選択します。
5. ダイアログを閉じます。
6. " オプション " メニューの "同期 " サブメニューから ”MIDI 同期 ” 項目を選択してアクティブにします。
7. 外部MIDI 機器を再生します。

Reason Essentials も「同期」して再生を始めます。
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Reason Essentials を他のソフトウェアにスレーブさせる
! ２つのアプリケーションをシンクロナイズさせる場合、ReWire を使う方法が一般的です - 「ReWire」をご参照ください。ただし、
ReWire をサポートしないアプリケーションと Reason Essentials を同期させたい場合、以下の手順に従ってください。

本セクションは同じコンピューター上で稼働している Reason Essentials と別のアプリケーションを MIDI クロックを用いてシンクロナ
イズする方法について説明しています。

! MIDI クロック経由の同期は２つのアプリケーションを同時に再生します。つまり、"Play（再生） " キーを押すと、同時に２つのア
プリケーションが再生されます。ただし、オーディオデータを同時に２つのアプリケーションが再生するというわけではありませ
ん。

以下のように進みます：

1. 他のソフトウェアからMIDI クロックが Reason Essentials に送られるためのセットアップを行います。
Windows では MIDI ルーティングユーティリティのポートを選びます。

2. Reason Essentials で、" 環境設定 " の " 高度設定 "タブを開きます。
3. ”MIDI クロック同期 ”メニューを開き、MIDI ルーティングユーティリティのポートの中で適切なものを選びます。
4. ダイアログを閉じます。
5. " オプション " メニューの "同期 " サブメニューから ”MIDI 同期 ” 項目を選択してアクティブにします。
6. 他のソフトウェアを再生します。

Reason Essentials は同期して再生されます。

同期する際の注意事項

レイテンシーの調節

環境設定 ” オーディオ ” タブのレイテンシー補正

レイテンシーについての詳細は「ReWire とレイテンシー」に記載していますが、Reason Essentials と他のソフトウェア間で、より完
璧な同期を行う際もレイテンシーが問題になる場合があります。もちろんテンポとしては完全にシンクしますが、微妙に Reason 
Essentials の方が早く再生されたり、また遅く再生される場合があります。この微妙なタイミングを調節する場合は、レイテンシーの
設定を用います。これは一度調節してしまえば環境設定ファイル内に保存されますので、再び設定する必要はありません。

以下のように操作してください：

1. 他のソフトウェアから、拍子毎あるいは 8分音符のタイミングでクリックを出力するようにしてください。
このクリックは内蔵されたメトロノーム機能や MIDI 音源で鳴らすことになるでしょう。MIDI 音源を使用する場合は、なるべくタ
イミングが正確なものを選択してください。

2. Reason Essentials でも他のソフトウェアと同様に、クリックを出力するようにセットアップします。
内蔵されたメトロノーム機能はもちろん Redrum を使用してもいいでしょう。

3. 2 つのソフトウェアを同期させて再生します。
4. 2種類のクリック音がだいたい同じ大きさになるように調節します。
5. " 環境設定 "ダイアログを開き、"オーディオ "タブをクリックします。
6. " レイテンシー補正 "スライダーを調節して、2種類のクリック音が完全に同じタイミングで鳴るようにします。
7. ダイアログを閉じます。
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レイテンシーの調節では回避できない問題
Reason Essentials でレイテンシーをを調節しても、2 つのソフトウェア間のタイミングを完璧に合わせられないことがあるかもしれま
せん。例えば、もう一方のソフトウェアが、オーディオと MIDI を取り扱う MIDI / オーディオシーケンサーや DAW ソフトウェアなど
の場合、その可能性は高いでしょう。

この要因としては、もう一方のソフトウェアの MIDI とオーディオが完璧に同期していないことが考えられます。

! これは Reason Essentials 側では解決できない問題です。Reason Essentials と同期させるソフトウェア側で、MIDI とオーディオが
正確なタイミングで同期するように設定を行ってください。

ソングのスタートポジション
レイテンシーについては「レイテンシーについて」で詳しく説明していますが、この問題を回避するために、Reason Essentials は最初
に再生するポジションを若干早めます。しかしこのことが問題になるときもあります。これを回避するためにはスタートポジションに
空白の小節を作っておきます。以下の手順で行ってください：

1. 左ロケーターを "1 .1 .1" に、右ロケーターを "3 .1 .1" に設定します。
2. メニューフォーカスをシーケンサーに合わせるために、シーケンサーの適当な部分をクリックします。
3. " 編集 " メニューから "ロケーター間の小節をインサート "を選択します。
4. 同期するデバイス /ソフトウェアでも同様に空白の２小節を追加します。

MIDI ソングポジションポインターについて
MIDI クロックは、実際には 5 種類の MIDI メッセージで成り立っており、それらは実時間（テンポを確定させるためのメトロノームと
言えます）、スタート / ストップ / コンティニューの各コマンド、そしてソングポジションポインターです。ソングポジションポイン
ターには位置情報が含まれ、ソフトウェアは適切な位置から再生できるようになっています。

しかし古い MIDI 機器の中にはソングポジションポインターに対応していないものがあり、再生される位置がずれるかもしれません。
従って、なるべくならスタートポジションからソングを再生した方がいいでしょう。

テンポチェンジについて
レイテンシーによって、Reason Essentials はテンポチェンジに追随するためにわずかながら時間を必要とします。マスター側で急激な
テンポチェンジが行われた場合、特に遅れを感じるかもしれません。また、この問題はレイテンシーだけではなくマスター側から送ら
れる MIDI クロックの精度にも起因しています。

この問題を回避する方法の 1 つは、他のソフトウェア側で急激なテンポの変化を避け、徐々にテンポが変化するように設定することで
す。

! Reason Essentials は MIDI 経由で同期するとき、テンポ情報を表示しません。

Input Focus と Play Focus
MIDI クロック同期を有効にするとトランスポートパネルのコントロールは無効になり、外部デバイスからの MIDI 同期データを受信し
ない限り Reason Essentials は再生を開始しません。

Reason Essentials Hardware Interface にある ”Input Focus（入力フォーカス）” (MIDI + Audio) と ”Play Focus（再生フォーカス）” (MIDI 
Sync) ボタンは、複数のソングドキュメントが開いている場合にどのように MIDI と MIDI 同期信号を処理するか決定します。MIDI 同
期を使用していない場合は複数開いたソングのうち、選択されているもの（前面にあるドキュメント）が常に入力フォーカスされま
す。

MIDI 同期が有効な場合（この設定は開いているすべてのソングドキュメントにグローバルに適用されます）、この機能は次のように作
用します：

･ “Play Focus” と “Input Focus” が両方有効なソングには、受信したMIDI データとMIDI 同期（さらにオーディオ）がすべて入力さ
れます（他のソングが現在フォーカスされていても関係ありません）。

･ “Input Focus” のみが有効なソングと、”Play Focus" が有効な別のソングが開いている場合、受信したMIDI（とオーディオ）は前
者に、MIDI 同期は後者（つまり再生）に入力されます。ソングのフォーカスは関係ありません。
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高度なMIDI 設定 - 外部からのコントロールバス入力
外部からのコントロールバス入力について
外部からのコントロールバス入力により Reason Essentials デバイスに直接 MIDI を送ることができます。

･ このMIDI 入力は主に外部シーケンサーから Reason Essentials のデバイスをコントロールする場合に利用します。
この機能は外部ハードウェアシーケンサーもしくは他のコンピューターにインストールされたソフトウェアシーケンサーで使用で
きます。

･ 同じコンピューターにインストールされたソフトウェアシーケンサーを使用する場合、一番適した方法は ReWire です。詳細は
「ReWire 2 経由のMIDI ルーティング」をご参照ください。
しかし、使用しているソフトウェアシーケンサーが ReWire2 に対応していない場合には、外部からのコントロールを使用すること
もできます。この場合、アプリケーション間の MIDI 交換を可能にするための MIDI ルーティングアプリケーションが必要な場合も
あります。

外部からのコントロールの設定は " 環境設定 " ダイアログの " 高度設定 " タブにて行います。

D 使用するバスごとに異なるMIDI ポートを選択してください。
各バスには 16 チャンネルあり、計 64 チャンネルの MIDI 入力チャンネルが使用できます。例えば、外部シーケンサーに 2 つの
MIDI 出力があった場合、まずこれらを MIDI インターフェースのインプット端子 2 つにつなぎ、さらに " 高度設定 " タブにてイン
ターフェースの入力を最初の 2 つのバスに接続します。こうすると外部シーケンサーから Reason Essentials へ 32 チャンネルの
MIDI 信号を送信することができます。

D " キーボード＆コントローラー"ページ（または "MIDI クロック同期 "セクション）で既に使用されているMIDIポートを選択しないよ
うご注意ください。
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デバイスにMIDI データをルーティングする
各々の外部からのコントロールバスは MIDI チャンネルごとに 1 デバイス、合計 16 もの Reason Essentials デバイスをコントロールす
ることができます。MIDI チャンネルを Reason Essentials デバイスに直接ルーティングするには以下のように設定します：

1. ラック最上部にあるHardware Interface で ”ADVANCED MIDI” ボタンをクリックします。

Advanced MIDI Device パネルが開きます。

2. "ADVANCED MIDI DEVICE（外部MIDI コントロールパネル）"にて使用したい外部からのコントロールバス（A, B, C, または D）の
「MIDI バスの選択」ボタンをクリックします。

3.「MIDI バスの選択」ボタンの下には 16MIDI チャンネル分のフィールドがあります。任意のMIDI チャンネルの矢印ボタンをクリッ
クし表示されるメニューから Reason Essentials デバイスを選択してください。
選択したバスとチャンネルに入力された MIDI データはこのデバイスに直接送信されます。つまりマスターキーボードのルーティン
グをバイパスしたことになります。

MIDI 経由でコントロールデータを受信する
外部シーケンサーなどからコントロールデータを送信して Reason Essentials のパラメーターをコントロールすることもできます。こ
れには外部 MIDI デバイスからの MIDI コントローラーメッセージを適切な MIDI ポートへ送信するように設定するだけです。

各 MIDI コントロールナンバーが各デバイスのどのコントロールに対応しているかについては、付属の PDF ファイル「MIDI 
Implementation Charts.pdf」をご参照ください。

コントロールナンバーの全ての設定を終了すると、通常通り外部シーケンサーでコントロールデータをレコードまたエディットするこ
とが可能です。また、Reason Essentials の対応しているパラメーターが反応します。

q これを Remote コントロールと混同しないようにご注意ください。Remote では互換のあるコントロールサーフェスの場合、コント
ローラーナンバーをマッピングする必要がありません！ 詳細は「Remote（リモート）について」をご参照ください。

パターンチェンジのレコーディング
「MIDI Implementation（MIDI インプリメンテーション）」に記載されているように、MIDI コントロールナンバー 3 はパターンデバイ
ス内のパターンを切り替える際に使用することができます。しかしながら、この方法の場合は（小節の終わりではなく）瞬時にパター
ンが切り替わります。

パターンを切り替えるためのレコーディングとエディットの情報については「パターンオートメーションのレコーディング」, 「パ
ターンオートメーションの編集」 と 「パターンオートメーションの描画」 をご参照ください。 



第 21章
パフォーマンスの最適化
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はじめに
Reason Essentials は無限の可能性を秘めたソフトウェアです。オーディオトラックやラックデバイスを多数駆使した複雑な楽曲も作成
できます。しかしこれはプログラムの最もエキサイティングな面の１つである反面、常にコンピューターの CPU パワーを管理しなけ
ればならないことも意味します。

ソングに追加するオーディオトラックやデバイスはそれぞれ少しずつ CPU パワーを消費します - オーディオトラックやデバイスが多
いほど、速いコンピューターが必要になります。しかしデバイスが使用する CPU パワーは調整できます。例えば Subtractor シンセサ
イザーでは１基のオシレータと１基のフィルターのみを使用した場合、２基のオシレータと２基のフィルターを使用するよりも CPU
パワーの消費は抑えられます。

ソングで使用するサンプルはコンピュータの RAM を必要とします。RAM の使用も、この章の終わりの記述どおりに管理できます。

作成したソングを他の人に渡す場合、ソングが必要とする CPU パワーや RAM の容量をできるだけ抑えることも大事です。他のユー
ザーはご自身が使用しているほどパワフルなコンピューターを持っているとは限らないからです。

CPU 使用率の確認 
トランスポートパネルには、"DSP" と記されたレベルメーターが備わっています。このメーターは CPU パワーの消費量を表示します。

トランスポートパネルの DSP メーター

コンピューターの処理能力を多く使用するほどメーターは右に振れます。CPU への負荷が高いとディスプレイのグラフィック表示が遅
くなります。また CPU パワーを消費し過ぎるとサウンドが途切れたりします。

出力レイテンシーの最適化
「オーディオの基本」の章の「レイテンシーについて」の記述通り、Reason Essentials をリアルタイムでレコーディング / 再生すると
きに最良のレスポンスを得るためには可能な限り低いレイテンシーが望まれます。しかしレイテンシーを低くすると再生時に問題が生
じやすくなります（クリック、ポップ、ドロップアウトなどのノイズが発生）。これにはいくつかの技術的な原因がありますが、主な
理由はより低いレイテンシー（より小さなバッファー）では、CPU の平均消費量がより高くなってしまうことです。さらに CPU 負荷
の高い Reason Essentials ソング（オーディオトラックやデバイスを多く使用している場合）を問題なく再生するために必要な最低レ
イテンシー値は高くなってしまいます。

従ってレイテンシーの調整が必要になる場合があります。設定値はお使いのサウンドデバイス、ドライバー、オペレーティングシステ
ムによって異なります。

ASIO コントロールパネルでのバッファサイズの調整（Windows）
オーディオハードウェア専用に作られた ASIO ドライバーをご利用の場合（Windows のみ）、大抵のハードウェア設定は ASIO コント
ロールパネルで行います。このコントロールパネル（環境設定の " オーディオ " ページで "ASIO" コントロールパネルボタンをクリック
して開きます）にはレイテンシーの調整項目が含まれている場合とそうでない場合があります。通常オーディオバッファーの数やサイ
ズを変更します。オーディオバッファーを小さくすると、レイテンシーも低くなります。詳細はオーディオハードウェアと ASIO ドラ
イバーに関するマニュアルをお読みください。

! 現在 64 から 256 サンプルの非常に小さなバッファーサイズを使用している場合、オーディオの再生問題を防ぐためにバッファー
サイズを増やすとたいてい効果が得られます。しかし 1024 から 2048 サンプルの大きなバッファーを既に使用している場合は、増
やしても明らかな効果は得られません。
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Reason Essentials 環境設定ダイアログでのバッファサイズの調整
Windows 環境で ASIO ドライバーを、もしくは Mac OS X で Core Audio または ASIO ドライバーを使用している場合、環境設定 - "
オーディオ " タブで出力レイテンシーを調整できます。

D ” バッファーサイズ "スライダーをドラッグして調整します。

レイテンシーを減らす一般的な手順
レイテンシーの最適化を行う基本的な手順は以下の通りです：

1. ソングを開き、再生開始します。
ある程度 CPU 負荷の高いソング、例えばトラックやデバイスの数が少なくないものを選びます。

2. 環境設定ダイアログを開きます。
Mac OS X 環境では "Reason Essentials" メニューに、Windows では " 編集 " メニューにあります。

3. " オーディオ " ページを選び、"バッファーサイズ "スライダーを見つけます。
! ASIO ドライバー対応ハードウェアを "ASIO Control Panel" で調整する場合（Windows のみ）、変更を行う前に現在のバッファー設
定を書き留めておきましょう。

4. ソングを再生し、ポップやクリックノイズに注意しながらレイテンシー（バッファーサイズ）を低くしていきます。
5. ポップやクリックノイズが聞こえる場合、レイテンシーの値を少し増やします。
6. 環境設定ダイアログ（開いている場合は "ASIO Control Panel" も）を閉じます。

レイテンシー補正について
環境設定の " オーディオ " ページの右下には " 録音レイテンシー補正 " と " 外部同期オフセット " という設定項目があります。これらは
外部モニタリングを使ってオーディオを録音する際と、Reason Essentials を他の MIDI シーケンサーなどに同期する際のレイテンシー
を Reason Essentials 内部で調整するための設定です。

録音レイテンシー補正
! 環境設定の "オーディオ "ページの " モニタリング "セクションで "自動 "が選択されている場合、録音レイテンシー補正の調整は
必要ありません（「モニタリング」参照）。

録音レイテンシー補正とは、録音されたオーディオの位置を現在のレイテンシーに従って調整することを指します。次のように機能し
ます：

Reason Essentials 内でモニターをせずにオーディオを録音している場合（オーディオカード、または外部ミキサーでモニタリング）、
録音しているオーディオは若干遅れてプログラムに届きます。なぜなら既に録音したトラックやメトロノームに合わせて演奏するから
です - これら再生音は出力レイテンシーの分だけ遅れて聞こえます。さらに録音している音もオーディオハードウェアのバッファを経
由してからプログラムに送られています - つまり入力レイテンシーの分だけ遅れています。

Reason Essentials は入力 + 出力レイテンシーの合計分だけ録音したオーディオを前に移動することで補正を行っています。この補正
は ” 手動 ” モニタリングモードでも、録音開始時に録音トラックのモニタリングがオフの場合のみ行われます。

モニタリングがオンの場合、録音レイテンシー補正は適用されません。なぜならモニターしている音声も遅れており、演奏者はこの遅
れを補正するように自然と早めに演奏することが多くの研究で明らかになっているからです。つまり Reason Essentials でモニタリン
グを行う際、演奏者が自ら録音レイテンシー補正を行うことになっています。
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外部ミキサーを使ってモニタリングしており、かつ環境設定の " オーディオ " タブの " モニタリング " セクションで " 外部 " を選択し
ている場合、録音したオーディオがソングに対して早い、または遅れることがあります。これはオーディオカードが Reason Essentials
に報告したレイテンシー値と実際のレイテンシーが一致していないことに起因する可能性があります。

このようにインストゥルメントトラックに対してオーディオレコーディングの再生が早い / 遅れている場合、" 録音レイテンシー補正 "
パラメーターでタイミングを調整できます。

D オーディオトラックのレコーディングの再生タイミングを補正するには "録音レイテンシー補正 "上下スピンコントロールをクリッ
クします。
オーディオの再生が早い場合は負の値（ー）に調整します。

オーディオの再生が遅れている場合は正の値に調整します。

外部同期オフセットについて
" 外部同期オフセット " パラメーターは Reason Essentials をホストアプリケーションに同期する際の出力レイテンシーの補正を行いま
す。通常 " 外部同期オフセット " は出力レイテンシーと同じ値に設定されますが、編集も可能です（「レイテンシーの調節」参照）。普
通はこのパラメーターを調整する必要はありません。

コンピューターシステムの最適化
本書では完全なコンピューターの最適化の詳細な手順を解説することはできません。このテーマについて書き始めると一冊の本になっ
てしまいます！とは言え、いくつかの重要な事項と設定をご紹介します。

マルチコアプロセッサの使用について
デュアルコア、４コア、８コアなどのマルチコアプロセッサをご使用の場合、Reason Essentials はこれを最大限活かすことができま
す。同じように複数のシングルコアやマルチコアプロセッサを搭載している場合も、最高のパフォーマンスを引き出すことができま
す。

コンピューターがマルチコアプロセッサやマルチプロセッサを搭載している場合、Reason Essentials は自動的にこれを検知し、環境設
定の " 一般設定 " タブの " マルチコアオーディオレンダリングを使用 " を自動的に有効化します：

ハイパースレッディング テクノロジーについて（シングルコア Pentium 4 プロセッサ）
ハイパースレッディング テクノロジー（HTT）は旧式のシングルコア Intel Pentium 4 プロセッサの機能で、１つの CPU をふたつの論
理的プロセッサに見立てることでデュアルコアをエミュレートします。しかしこれらふたつの論理的プロセッサは１つの FPU

（Floating Point Unit）を共有します。Reason Essentials はサウンドの計算と生成に FPU を多く用いるため、ハイパースレッディングが
有効だと問題が生じます。

Reason Essentials はハイパースレッディングが有効な場合は自動的に無効化し、CPU 毎の論理的プロセッサを１つにします。ただし同
時に使用しているプログラムがもう１つの論理的プロセッサを使用するようにスケジュールされている場合もあり、この際は Reason 
Essentials からリソース（FPU やメモリー帯域）を奪ってしまいます。

! Pentium 4 プロセッサコンピューターをご使用で問題がある場合はハイパースレッディングの無効化をお勧めします。
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ハードディスクについて
最近のハードディスクならほとんどどれでも Reason Essentials と問題なく作動します。一般的にハードディスクは速いほど良いとさ
れます。最近のハードディスクは大抵 5400rpm 以上で動作し、Reason Essentials での使用には十分な性能です。また Reason 
Essentials のようなレコーディングスフトウェアを使用する際は、容量の大きいハードディスクを推奨します。多数のレコーディング
を含んだソング１つだけでも最終的に１ GB の大きさになることもざらにあります。ファイルサイズはレコーディングや編集作業中に
はさらに大きくなることもあるため、少なくとも 20GB 以上の空き容量を確保できるハードディスクを強くお勧めします。

一般的な最適化に関するティップス
最後に最適化に関する一般的な操作について記述します：

･ Reason Essentials と同時に起動しているソフトウェアを終了する。

･ バックグラウンドで動作しているタスクなどを取り除く。
ネットワークやバックグラウンドでのインターネット接続、バックグラウンドのユーティリティなどが含まれます。

･ Windows の場合、最新で最も効率の高いASIO ドライバーを使用する。

･ Reason Essentials では 1つのソングのみを開く。
ソングが再生されていなくても、開いているだけで CPU パワーを消費しています。

･ 環境設定ダイアログでサンプリングレートを下げる。
この方法は音質が下がりますが、その他の方法では再生できないソングを再生可能にする最も有効な方法の 1 つです。
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ソングの最適化
以下の方法でソングの CPU パワー消費量とメモリー使用量を軽減できます：

一般

･ ソングファイルサイズを削減するにはオーディオトラックで使用していないレコーディングを削除する。
この操作では CPU 負荷を減らせませんが、ソングファイルサイズは減らせます（「未使用のレコーディングの 削除」参照）。

･ 編集が終わったら "最適化して保存 "機能を使用する。
ソングのレコーディングと編集が終わったら最終手順として " 編集 " メニューの " 最適化して保存 " を使用します。これによりソン
グファイル内の空きスペースを取り除き、ファイルを必要最低限の大きさにします（「ソングを最適化して保存」参照）。

･ ミキサーチャンネルをバウンスする。
インストゥルメントトラックで多くのデバイスを使用している場合、インストゥルメントトラックをオーディオトラックへバウン
スできます。操作後、インストゥルメントトラックは削除できるので CPU パワーの削減につながります（「ミキサーチャンネルの
バウンス」参照）。

･ 未使用のデバイスを削除する。
何もしていないデバイスがあれば、ラックから削除します。

･ 使用しているデバイスの数を減らす。
例えば、似たようなリバーブを多数インサートエフェクトとして使用している場合、メインミキサーのセンド FX バスの１つのセン
ドエフェクトに置き換えると良いでしょう。また、複数のサンプラーデバイスで 1 つずつサンプルを再生するのではなく、1 つの
デバイスに複数のサンプルを入れたほうが良いでしょう。

･ 必要なければステレオ出力をモノ出力に変更する。
例えばサンプラーや Dr. Octo Rex でモノラル素材を再生する場合、左出力のみ接続します（右出力は未接続のまま）。

メインミキサー

･ 必要ないチャンネルストリップパラメーターやセクションは無効にする。
例えば EQ やインサート FX など。

･ 使用していないミックスチャンネルデバイスやオーディオトラックデバイスを削除する。

サンプラーデバイス -NN-XT/Dr. Octo Rex/Redrum

･ "High Quality Interpolation（サンプルを高音質で再生する）"は必要なときのみオンにする。
他のサウンドと同時に再生しながらオン / オフを聴き比べ、違いがあればオンにすると良いでしょう。

･ サンプルを高いピッチで鳴らしているのなら、サンプルのサンプリングレートを下げることを検討してもよいでしょう。
これには良質のサンプリングレート変換機能を搭載した他の波形編集ソフトウェアが必要になります。

･ ステレオサンプルは必要な場合のみ使用する。

フィルター -Subtractor/NN-XT/Dr. Octo Rex

･ 使用していないフィルターはオフにする。
カットオフフリケンシーが常時上がっていたり、エンベロープ設定でフィルターが完全に開いている場合、フィルターは何の効果
ありません。使用していないフィルターはオフにして CPU パワーを節約できます。

･ 状況に応じて 24dB ローパスフィルターではなく、12dB ローパスフィルターを使用する。
12dB のローパスフィルターを使用してもサウンドが大きく変化しない場合は、こちらの方が CPU パワーの節約になります。
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ポリフォニックデバイス -Subtractor/NN-XT/Dr. Octo Rex/Redrum

･ デバイスが同時に発音するノートの数を減らす。
例えばリリースを短かめにし、同時発音数（"Polyphony"）設定を必要最低限の数に設定にします。

! 注：デバイスパネル上の同時発音数設定を減らしても CPUパワーの節約にはなりません。発音していないノートは CPUパワーを
消費しません。

･ 状況に応じて "Low BW" をオンにしてみる。
高周波数帯が一部削除されますが、低音を中心とするサウンドでは大抵の場合は目立ちません。

Subtractor

･ オシレーター 2をできる限り使用しない。
１つのオシレーターのみで作れるサウンドであれば、かなりの CPU パワーを節約できます。

･ 必要でなければオシレーターのフェーズモードを使用しない。
"Mode" スイッチを "×" や "-" ではなく、" ○ " に設定する。

･ 必要でなければノイズを使用しない。

･ 必要でなければフィルター 2を使用しない。

･ 必要でなければ "FM" を使用しない。
オシレーターの "FM" ノブを "0" に設定し、モジュレーションソースが "FM" にルーティングされていないことを確認します。

Redrum

･ チャンネル 1、2、9に装備されている "TONE" ノブを使用しない。
"TONE" ノブと関連する "VEL" ノブを "0"（12 時の方向）に設定します。

ミキサーデバイス

･ 必要でなければステレオ入力は使用しない。
例えばサンプラーや Dr. Octo Rex でモノサンプルを使用している場合は左チャンネルのみをミキサーにルーティングします。右
チャンネルのルーティングは未接続のままにします。

･ 必要でなければイコライザー（Mixer14:2 のみ）をオフにする。
そのチャンネルでイコライザーを使用しないときは EQ スイッチをオフにします。

センドエフェクト

･ モノエフェクトををセンドエフェクトとして使用する場合はエフェクトリターンもモノで接続できます（メインミキサーの右 FXリ
ターンからケーブルを外す）。
次のエフェクトで行えます：

･ Scream 4 Distortion

･ DDL-1 Delay (Pan パラメーターが中央に設定されている場合 ).

･ MClass effects; Equalizer, Compressor, Maximizer.
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必要な RAM
ソングは CPU パワーやハードディスクスペースを消費するだけでなく、RAM が必要となります。ソングが必要とする RAM の容量は、
ソングで使用されているサンプルの大きさに比例します。例えば Subtractor とエフェクトデバイスだけを使用しているソングは多く
の RAM を必要としません。

RAM の消費量が多くなってきたら以下の方法をお試しください：

･ 他のソングドキュメントを閉じる。
開いてあるソングは RAM を消費します。

･ 他のソフトウェアを終了する。
起動しているソフトウェアはすべて RAM を消費します。

･ ステレオのサンプルではなくモノラルのものを使用する。
モノサンプルは半分の RAM で済みます。

･ サンプルのサンプリングレートをダウンコンバートしてみます。
サンプリングレートを下げると音質が劣化することもあります。また良質のサンプリングレート変換機能を搭載した波形編集ソフ
トウェアが必要となります。



第 22章
Hardware Interface
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イントロダクション

この Hardware Interface によって、Reason Essentials は外部とのコミュニケーションを行います。ここで MIDI データを受信し、オー
ディオシグナルを ReWire チャンネルまたはオーディオハードウエアに出力します。Hardware Interface は常にラックの最上部にあり、
削除することはできません。ここでは、この Hardware Interface のパネルについて解説します。MIDI インターフェースとオーディオ
ハードウエアをセットアップする方法については、「オーディオの基本」の章をご参照ください。

Hardware Interface は通常開いて表示されます。パネルには２つのサンプリング入力、16 オーディオ入力、16 オーディオ出力といく
つかのボタンがあります。

･ パネルの左側には ”Input Focus” と ”Play Focus” ボタンがあります。詳しくは「Input Focus と Play Focus」をご参照ください。

･ サンプリング入力とオーディオ入出力セクションの各入出力チャンネルには、それぞれ LED メーターが備わっています。

! Reason Essentials でオーディオクリッピングが起こりうる場所はハードウェアインターフェースです。トランスポートパネルのレ
ベルオーバーインジケーターと、Hardware Interface パネルの各メーターにご注意ください。チャンネルのメーターが赤く点灯し
た場合は、ソースでレベルを下げてください。「オーディオの基本」の章の「オーディオレベルについて」をご参照ください。

･ 各チャンネルの下にあるマルチカラー LEDは以下の状況を表します：
緑色 LED：利用可能かつ使用中のチャンネル（裏パネルでケーブルが接続済み）。

黄色 LED：利用可能かつ未使用のチャンネル（裏パネルでケーブル未接続）。

赤色 LED：利用不可かつケーブルが裏パネルで接続されているチャンネル。赤色 LED が表示されたチャンネルにはオーディオは再
生されません。

消えた LED：利用不可かつ未接続のチャンネル（裏パネルでケーブル未接続）。

･ このパネルの "ADVANCED MIDI（外部MIDI コントロールパネルを表示）"ボタンをクリックすると "ADVANCED MIDI DEVICE" パネ
ルが表示されます：

詳しくは「”Advanced MIDI Device”」をご参照ください。

･ パネルの “MORE AUDIO” ボタンをクリックすると、追加のオーディオ入出力パネルが表示され、計 64 入出力使用可能になります。

詳しくは「”More Audio”」をご参照ください。
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･ パネルの “BIG METER” ボタンをクリックすると、大型オーディオレベルメーターを備えたパネルが表示されます：

詳しくは「Big Meter」をご参照ください。

Rewire の使用について
Reason Essentials が ReWire 互換ホストアプリケーションと共に動作している場合、Hardware Interface の背面にあるオーディオ出力
に Reason Essentials のデバイスを接続して、ReWire チャンネルにルーティングすることができます。ReWire モードでは全 64 チャン
ネルが利用可能で、ReWire チャンネルにルーティングされた全てのデバイスは ReWire ホストアプリケーション上のチャンネルにも表
示されます。詳しくは、「ReWire」の章をご参照ください。

サンプリング入力セクション

サンプリングセクションには２つのオーディオ入力（L&R) が備わっており、サンプリングしたいオーディオ信号をこれにルーティン
グします。またレベルノブと２つのモニターボタンがあります。サンプリングに関する詳細は「サンプリングの準備」をご参照くださ
い。
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”Advanced MIDI Device”

これは Hardware Interface バネルの "ADVANCED MIDI" ボタンをクリックして開きます。ADVANCED MIDI デバイスは外部コントロー
ルバス入力経由で外部シーケンサーから Reason Essentials を制御する時のみ使用します。通常 MIDI 信号はシーケンサートラックを選
択することによりトラックにルーティングされます。

最大 4 系統の外部からのコントロールの設定を " 環境設定 " ダイアログ、" 高度な設定 " ページの MIDI 入力から選択できます。各バス
につき 16MIDI チャンネルあり、合計 64 のインプットチャンネルが使用できます。Advanced MIDI デバイスにて各 MIDI チャンネルを
ラックの Reason Essentials デバイスにルーティングします：

1. ADVANCED MIDI デバイスの上部にて任意の外部コントロールバスを、"Bus Select（MIDI バスの選択）"ボタンをクリックして選択
します。

2. 任意のMIDI チャンネルからデバイスポップアップメニューを開き、デバイスを選択します。
このメニューにはソングに使用されているデバイス全てを表示されます。

選択したバスとチャンネルに入力された MIDI データはこのデバイスに直接送信され、Reason Essentials シーケンサーをバイパスしま
す。選択されたデバイスの名前は MIDI チャンネルの名前フィールドに表示されます。

3. 外部シーケンサーから設定したバスとMIDI チャンネルへMIDI ノートを送信してみましょう。
チャンネルの名前フィールドの下にあるインジケーターが点灯するはずです。

「同期と高度な設定」の章の「高度な MIDI 設定 - 外部からのコントロールバス入力」もご参照ください。

”More Audio”
Reason Essentials は最大 64 オーディオ入力と 64 オーディオ出力チャンネルをサポートしています。入出力 17 から 64 は “More 
Audio” パネルに表示されます。

D 入力 17-64 と出力 17-64 を表示するには “More Audio” ボタンをクリックします。

各入出力にはメーターと、状況に応じて色が変わるマルチカラー LED インジケーターが備わっています（「イントロダクション」参
照）。
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Big Meter

特定のチャンネルのレベルをより詳しく見るには Hardware Interface の Big Meter（ビッグメーター）を表示できます。

1. フロントパネルの “Big Meter” ボタンをクリックします。
“Big Meter” パネルが開きます。

2. ビッグメーターで表示する入力または出力ペアを、各チャンネルの下にあるチャンネル選択ボタンをクリックして選択します。
もしくはチャンネル選択ノブを回して選択します。

D 左端の ”Mode"（メーターモード）ボタンをクリックして、メーターモードを切り替えたり、モードの組み合わせを選択できます。
使用可能なメーターモードは以下の通りです：

･ VU
VU モードはアナログメーターの動作をシミュレートしており、信号の RMS（Root Mean Square）値を示します。RMS は信号レベ
ルを平均化するため、速いトランジェントの検知には適していません。ですが、VU メーターは信号の聴感上の音圧の確認に便利で
す。

VU モードでのメーターのレスポンスは、アタックとリリースともに 300ms/20 dB です。メーターにピーク表示はありません。

D VU Offset（VUオフセット）ノブを使って、オフセットを -20 から 0ｄBの間で 2ｄB単位で設定できます。
この設定は VU の ｄB スケールとピーク ｄB スケールの相対関係を指定します。特定の設定にする具体的な理由がない場合、VU オ
フセットを変更する必要はありません。

! VU オフセット設定は、すべてのメインミキサーチャンネルストリップと、相当するラックデバイスのメーターに影響します。

･ PPM
PPM（Peak Program Meter）モードでのメーターのレスポンスは、アタックで 0ms、リリースで 2.8ms/24dB です。PPM モードは
トランジェントの検知に最適です。メーターにピーク表示はありません。

･ PEAK（ピーク）
PEAK モードでのメーターのレスポンスはアタックとリリースともに 0ms であるため、信号レベルの推移を最も正確に示します。
リリースタイムも 0dB であるため表示の上下が激しくなり、見にくくなることがあるます。この場合は、トランジェントへの反応
速度は同じでもリリースがより穏やかな PPM モードが使いやすいでしょう。 

ピークセグメント（最大レベルを示す、最も右の LED セグメント）の表示時間は、Peak Hold（ピークホールド）パラメーター設定
（５秒または無限）に従います。これにより短いピークをより容易に見つけることができます。

･ VU+PEAK（VU+ピーク）
VU+PEAK モードでのメーターのレスポンスは VU モードと同じですが、これに加えてピークセグメントも表示されます。

･ PPM+PEAK（PPM+ピーク）
PPM+PEAK モードでのメーターのレスポンスは PPM モードと同じですが、これに加えてピークセグメントも表示されます。

選択されたチャンネルのオーディオレベルが高すぎた場合、ビッグメーターのレベルオーバーインジケーターが点灯します。インジ
ケーターは ”Reset" ボタンをクリックするか、他のオーディオチャンネルを選択するまで点灯を続けます。ビッグメーターの使用方法
については「オーディオレベルについて」をご参照ください。

“Big Meter” 用のチャンネル選択ボタン“Big Meter” ボタン

レベルオーバーインジケーター
“Big Meter” 用の 　
チャンネル選択ノブ

メーターモードボタン リセット
ボタン
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イントロダクション

Combinator はあらゆる Reason Essentials デバイス（インストゥルメント、エフェクト、ミキサー、他）の組み合わせを内部接続状態
を含め、保存 / リコールが可能な特殊なデバイスです。Combinator の設定は「Combi」というパッチとしてロードできます。
Combinator デバイス自体は "Combi" 内のデバイスを含む容器の役割を担います。

Combinator デバイスの基本理念はシンプルかつ強力なものです。複数デバイスの設定を Combi として保存できるということは、どん
なに複雑な設定であれども瞬時に呼び出せることを意味します。

一般的な Combinator の応用方法：

D 複数のインストゥルメントをスプリットまたはレイヤーで構成
任意の数のインストゥルメントデバイスを追加し、１つのレイヤーされたインストゥルメントとして演奏できます。また Combi 内
のインストゥルメントデバイスはそれぞれ特定のキー／ベロシティー範囲にアサイン可能です。

D インストゥルメント / エフェクトの組み合わせを保存
インストゥルメントを好みのエフェクト（複数可）と一緒に保存できます。

D マルチエフェクトデバイスの作成
複雑なエフェクトチェーンを Combi として作成、保存できます。

Combi パッチ形式について
Combinator はファイルを Combi(.cmb) パッチ形式で保存します。Combi パッチを読み込むと Combi を構成する全てのデバイス、そ
れぞれのパラメーター設定、オーディオと CV 配線などが瞬時に呼び出されます。

Reason Essentials Soundbank には、さまざまな種類のカテゴリーに分れた多数の Combi パッチのプリセットが含まれています。

Combi は基本的にインストゥルメント Combi とエフェクト Combi の 2 つに分類できます。

D インストゥルメント Combi はインストゥルメントデバイスを含み、音を創り出します。

D エフェクト Combi はエフェクトプロセッサーデバイスを含み、音を処理します。
Mclass マスタリングスイート Combinator（ " 作成 " メニューから選択可能）はエフェクト Combi の一例です。
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Combinator デバイスの作成
Combinator デバイスの作成

空の Combinator デバイスを作成
D ツールウィンドウのデバイスタブから Combinator を選択します。

Combinator デバイスアイコンが表示されるには ” その他 ” のチェックボックスにチェックを入れる必要があります。

D " 作成 " メニューからから ”Combinator” を選択します。
空の Combinator デバイスが作成されます。空の Combinator デバイスは新しい Combi パッチを作成する出発点になります。また、
既存の Combi パッチをブラウズすることもできます。

デバイスを結合して Combinator を作成
既存のデバイスをまとめて Combinator デバイスを作成することができます：

1. [Ctrl]- クリック (Win) または [Shift]- クリック (Mac) して複数デバイスを選択します。
デバイスがラック内で隣り合わせである必要はありません

! 注：ミックスチャンネルやオーディオトラックデバイスは選択に含めると、下記のとおり ”Combinator に取り込む ”機能が無効に
なります。

2. " 編集 " メニューから "Combinator に取り込む "を選択。
選択したデバイスを含んだ Combinator デバイスが作成されます。この時以下のルールが適応されます：

D 他のインストゥルメントやパターンデバイスを作成するのと同じように、Combinator のためのシーケンサートラックが作成されま
す。

D 新しい Combinator デバイスは、選択されたデバイスの中で一番下にあったものの下に作成されます。

D 選択されたデバイスは、Combinator の「ホルダー」に移されます。
Combinator に移されたデバイスの順番は変りません。Reason Essentials は最初の「インプットデバイス」と最初の「アウトプット
デバイス」を "Combi To/From Devices" コネクターへオートルーティングされます -「内部 / 外部接続について」をご参照ください。
他の接続は変更されません。

D Combi 外のデバイス順は Combi 作成前と変りません。

! オートルーティングの詳細は「Combi にデバイスを追加」をご参照ください。

パッチのブラウズによる Combinator の作成
他のデバイスと同様、作成メニューの " インストゥルメントを作成 " から Combinator デバイスを作成することができます。.cmb を選
択するとその Combi に保存された全てのデバイスと設定を含んだ Combinator が作成されます。
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Combinator の構成
下の画像は展開された Combinator デバイスです。

Combinator のフロントは以下のセクションから構成されます（上から）：

D 一番上の細いパネルはデバイス全てを折りたたんだ時も含め、常時表示されます
ロードされている Combi 名などを表示するディスプレイの他、標準パッチ選択、ブラウズ、保存ボタンが配置されています。

D 次はコントローラーパネルで、Combinator を展開した時に表示されます。
「コントローラーパネル」をご参照ください。

D プログラマーパネルではキーおよびベロシティーゾーンマッピングとモジュレーションルーティングの設定ができます。
プログラマーはコントローラーパネルの " プログラマーを表示 (Show Programmer)" ボタンをクリックして表示 / 非表示します -

「プログラマーを使用」をご参照ください。

D 一番下には Combi に含まれるデバイスがあります。
デバイスはコントローラーパネルの " デバイスを表示（Show Devices）" ボタンをクリックして表示 / 非表示します。一番下の空き
スペースはドラッグ / ドロップによるデバイスの追加のために使います。この空きスペースをクリックして赤い挿入ラインが表示
されると（" 作成 " メニューによる）新規デバイスは Combi の中に作成されます -「挿入ラインについて」をご参照ください。
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内部 / 外部接続について
他のデバイスと違い、Combinator は内部と外部両方にオーディオ接続があります。

D 外部コネクターは、Combinator を Combi 外のデバイスに接続するために使います。

D 内部コネクターは、Combi 内のデバイスのためにあります。

外部接続

D "Combi Output L/R" コネクターは Combinator のオーディオ出力用です。
この出力は Combi の外のデバイス（大抵はミキサー）に接続されます。このコネクターは "From Devices" コネクターに直結してい
ます。Combinator を新規作成するとこの出力は最初に空いているミキサー入力チャンネルにオートルーティングされます。

D "Combi Input L/R" コネクターは Combinator へのオーディオ入力用です。
この入力コネクターは "To Devices（デバイスへのオーディオ出力） " 用コネクターに直結しています。

内部接続

D "From Devices L/R" 入力は、Combi 内のデバイスの出力を接続します。

D "To Devices L/R" 出力は、エフェクト Combi のデバイスのオーディオ入力に接続します。

エクスターナルルーティングについて
Combi 内のデバイスが直接 Combi 外のデバイスに接続されている状態を「エクスターナルルーティング」と言い、一般的には避ける
べきです。その理由は、このような接続は Combi パッチの一部として保存されないからです。

D このため、CombiへまたはCombiからの全ての接続は、Combinatorのバックパネルの"To/From Device"コネクターを経由するべき
です（特に Combi を独立したユニットにするには必須）。

またそのような接続が行われた場合、警告として “External Routing” インジケーターがフロント / バックパネル共に点灯します。フロ
ントパネルではパッチ名ディスプレイに "External Routing" と表示され、バックパネルでは LED インジケーターが点灯します。

ソングの中でエクスターナルルーティングを使用することは可能です（全てのルーティングはソングの一部として保存されるため）。

ただ、エクスターナルルーティングはパッチの一部ではないことだけ覚えておいてください。
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エクスターナルルーティング接続の回避
前記された通り Combi を独立したユニットとするには、Combi へまたは Combi から、全ての接続が Combinator のバックパネルの
"To/From Device（デバイスへ / デバイスからのオーディオ入力） " コネクターを経由するべきです。つまり複数のデバイスを含む
Combi ではミキサーデバイスが必要になります。

例えば、レイヤーまたはスプリットインストゥルメント Combi を作成するために 3 つのインストゥルメントデバイスを使用するとし
ます。

これら 3 つのデバイスのみを選択し Combinator に取り込むと、1 つのデバイスのみ "From Devices（デバイスからのオーディオ入力） 
" コネクターへオートルーティングされます。残りのデバイスは元の配線を維持します。

そのため：

D 複数のインストゥルメントデバイスを Combinator に取り込む場合は、まずミキサーデバイスに接続し、そのミキサーデバイスも
Combi に取り込みます。
これによって Combi 内全てのインストゥルメントデバイスのアウトプットは、ミキサーのインプットチャンネルにつながります。
ミキサーデバイスのアウトプットを "From Devices（デバイスからのオーディオ入力） " コネクターに接続することで、Combi は完
全に独立したデバイスになります。

Combi の中で Line Mixer 6:2 に接続されたインストゥルメントとエフェクトデバイス

q Line Mixer（ラインミキサー）は Combi 内のデバイス出力のミックスに適しています（「Line Mixer 6:2」参照）。
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Combi にデバイスを追加
挿入ラインについて

挿入ラインが表示されている場合、新規作成されたデバイスは Combi-nator デバイスに追加されます。

D 挿入ラインを選択するには、Combinator コントローラーの "デバイスを表示 "ボタンが点灯している必要があります。

D 挿入ラインは Combinator 下部のホルダー内（既存デバイス）一番下の空きスペースに表示されます。
Combi にまだデバイスが無い場合、空きスペースはコントローラーパネルのすぐ下に位置します。

挿入ラインを表示する
以下の方法で挿入ラインを選択 / 表示します：

･ Combinator ホルダー最下部の空きスペースをクリックします。

･ Combi を新規作成すると挿入ラインが自動的に選択されます。

･ 矢印キーを使って Combi 内の既存デバイスを選択できます。空きスペースまで行くと挿入ラインが現れます。

･ " パッチを初期化する "を選択すると Combinator 内のデバイスが全て削除され、挿入ラインが現れます。

D 挿入ラインを表示すると自動的に Combinator デバイスも選択されますが、Combinator を選択しても自動的に挿入ラインは表示さ
れません。
挿入ラインは他のデバイス（Combi 内外）を選択するまで、またはデバイスを隠すまで、選択された状態になります。

Combi に新しいデバイスを追加する
Combinator を新規デバイスのターゲットデバイスにするには、以下の方法で行います：

D 挿入ラインを表示します（「挿入ラインを表示する」参照）。
挿入ラインが表示された状態で新しいデバイスを作成すると、デバイスは Combi ホルダー最下部の挿入ラインの下に現れます。

D Combi 内のデバイス（Combi 自体ではないデバイス）を選択します。
デバイスを新規作成すると選択されているデバイスの下に現れます（ラック内と同じ）。

D Combi 内に作成されたデバイスにはシーケンサートラックは自動作成されません。
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オートルーティングについて
Combi 内デバイスのオートルーティングはラック内デバイスのものと似ています：

D Combi 内のデバイスが選択されている場合、デバイスを新規作成すると選択されているデバイスの下に現れます（標準ルールのと
おり）。

･ エフェクトデバイスを選択した状態で新しいエフェクトデバイスを作成するとこれらは直列接続されます。

･ インストゥルメントデバイスを選択した状態で新しいエフェクトデバイスを作成すると、これはインストゥルメントデバイスのイ
ンサートエフェクトとして接続されます。

･ ミキサーを選択した状態でエフェクトデバイスを作成するとミキサーセンドエフェクトとして接続されます。

･ インストゥルメントデバイスを選択した状態で新しいインストゥルメントデバイスを作成すると、選択されたデバイスの下に追加
され、最初に空いているミキサーインプットチャンネルに接続されます。

･ [Shift] を押さえながらデバイスを新規作成すると、オートルーティングは起こりません。

･ [Alt] を押さえながらデバイスを新規作成すると、そのデバイス用のシーケンサートラックも作成されます。

D 空の Combi に新しいデバイスを追加すると、アウトプットが "From Devices" コネクターにオートルーティングされます。さらにエ
フェクトデバイスの場合はインプットも "To Devices" コネクターにオートルーティングされます。

ドラッグ /ドロップで Combi にデバイスを追加
Combi 外に位置するデバイスを Combinator ホルダーに移動することができます。以下のように作用します：

1. 複数のデバイスを一度に移動する場合は任意のデバイスを [Ctrl]- 選択 (Win) または [Shift]- 選択 (Mac) します。
2. デバイスの「ハンドル」をクリックします。

ラックサイズのデバイスの場合、ハンドルはパネルの左右端；半ラックサイズのデバイスの場合、パラメーター以外どこでも結
構です。

3. デバイスを Combinator 内にドラッグします。
縦の太い赤線がデバイスの投下位置を示します。赤線はデバイスの左（移動されるデバイスは既存デバイスの上に挿入）、または右

（移動されるデバイスは既存デバイスの下に挿入）に表示されます。さらに Combi ホルダー最下部の空きスペースに挿入すること
も可能です。

D オートルーティングは行われません。
ラック内の接続が保持されるため、エクスターナルルーティングが発生する可能性があります（「エクスターナルルーティングにつ
いて」参照）。発生した場合、フロントパネルではパッチ名ディスプレイに "External Routing" と表示され、バックパネルでは LED
インジケーターが点灯します。

D [Shift] を押さえながらデバイスを Combi にドラッグするとそれらのデバイスは Combi 内へオートルーティングされます。
ドラッグされたデバイスの間の接続は保持されます。オートルーティングができない場合（例えば、Combi 内に空いているミキ
サーインプットがない、など）、デバイスは未接続の状態になります。

D [Alt](Win) または [Option](Mac) を押さえながらデバイスを Combi にドラッグすると、デバイスはコピーされます。オートルーティ
ングは行われません。
同時に [Shift] を押さえると、上記のルールに基づきオートルーティングされます。
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コピー /ペーストで Combi にデバイスを追加
デバイスをコピーしてそれを Combi にペーストすることができます。

1. コピーしたいデバイスを選択します。
2. " 編集 " メニューから "デバイスとトラックをコピー "を選択します。
3. Combi 内のデバイスを選択、または空きスペースをクリックし挿入ラインを表示します。
4. " 編集 " メニューから "デバイスとトラックを張り付ける "を選択します。
D ペーストされたデバイスは Combi 内で選択されているデバイス、もしくは挿入ラインの下に追加されます。

オートルーティングは行われません。

D [Shift] を押さえながらペーストすると、それらのデバイスは標準ルールに基づきオートルーティングされます。

Combi に Combi を追加
Combi の中に Combi を入れることは出来ません。Combi 内のデバイスが選択されている、または挿入ラインが表示されている状態で
" 作成 " メニューを開いても Combinator アイテムはグレーアウトされ選択できません。

しかし、ドラッグ / ドロップ、またはコピー / ペーストを使って１つの Combi を別の Combi に足すことはできます。この時、以下の
条件が適応されます：

D ドラッグ（またはペースト）された Combi は一度 "uncombine"（combinator から外す）されます（つまり Combinator デバイスは
削除されます）。この Combi 内にあったデバイスはその後ターゲット Combi の挿入ラインの下に追加されます。
既存のルーティングは保持されます。

D [Shift] を押さえながらドラッグ（またはペースト）するとデバイス１つのデバイスとしてオートルーティングされます。
「解体」された Combi の "From Device" アウトプットと（使用されていた場合は）"To Devices" インプットはターゲット Combi へ
標準ルールに基づいてオートルーティングされます。

２つの Combi を統合する
D 下の Combi は Combinator から外され、デバイスは上の Combi に追加されます。

既存のルーティングは保持されます。

Combi 内のデバイスとラック内のデバイスを統合する
Combi 内にあるデバイスをラックのデバイスと統合する場合、Combi 内のデバイスは元の位置から外され、ラックのデバイスと共に
新しい Combi に追加されます（位置は元の Combi の下）。

Combi の取り扱い
Combi の移動
他のラックデバイスと同じように作用します。

D ホルダーをクリックして Combinator を選択し、任意の位置へドラッグ移動します。
ドラッグの間 Combinator の枠が表示され、赤線が挿入位置を示します。全ての接続が保持されます。

D [Shift] を押さえながらドラッグするとラックの挿入点に応じて標準ルールに基づいたオートルーティングを試みます。
オートルーティングにはエフェクト Combi、インストゥルメント Combi の違いが考慮されます。

D [Option] (Mac) / [Alt] (Windows) を押さえながらドラッグすると、Combi はコピーされます。
オートルーティングは行われません。[Option] (Mac) / [Alt] (Win-dows)+[Shift] を押さえるとオートルーティングを標準ルールに基
づき試みます。
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Combi 内のデバイスの移動
ラック内のデバイスと同様、ドラッグの間デバイスの枠が表示され、赤線が挿入位置を示します。全ての接続が保持されます。

D [Shift] を押さえながらドラッグすると標準ルールに基づきオートルーティングを試みます。

デバイスを Combi 外へ移動
デバイスを Combi から外へ移動した場合、以下が適応されます：

D ルーティングは保持されるため、"External Routing" インジケーターが点灯することがあります。
[Shift] を押さえながらドラッグすると標準ルールに基づきオートルーティングを試みます。

Combi 内のデバイスを削除
ラック内のデバイスと全く同じように作用します。デバイスを選択し、" 編集 " メニューまたはコンテクストメニューから " デバイス
とトラックを削除 " を選択するか、 [Backspace] を押します。

デバイスを Combinator から外す
Combi 全体、または一部の選択されたデバイスを以下のように Combinator から外すことができます：

D Combinatorを選択してから"編集"メニューの"combinatorから外す"を選択すると、Combinatorデバイスは削除され、Combi内の
デバイスは単一のデバイスとしてラックに接続されます。
"To/From Devices" コネクターに接続されていたデバイスは Combinator（Combinator アウトプットとインプット）が接続されてい
たようにラックに接続されます。

D Combi 内の一部のデバイスを選択して Combinator から外した場合、Combi の下のラックに移されます。
ルーティングは保持されるため、"External Routing"（エクスターナルルーティング）インジケーターが点灯することがあります。

シーケンサートラックと Combi の演奏
Combinator デバイスを作成するとシーケンサートラックも自動的に作成されます。このトラックは他のインストゥルメントデバイス
同様、MIDI フォーカスを受けます。

D Combinator トラックがMIDI データを受けると、このデータはインストゥルメント Combi 内全てのインストゥルメントデバイスに
ルーティングされます。
つまり、演奏するとこれらのデバイスはレイヤーされています（デフォルトベロシティーとキーレンジが考慮されます）。

D プログラマーパネルにて各インストゥルメントデバイスのノートの受信、また特定のパフォーマンスコントローラーデータをオフ
に切り替えることができます。
詳しくは「プログラマーを使用」をご参照ください。
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コントローラーパネル

これがコンビネーターのメインパネルです。標準インストゥルメントデバイスと同様にピッチ、モジュレーションホイールと各種コン
トローラーが装備されています。

バーチャルコントローラーについて
D コントローラーパネル中央の 4本のノブと 4つのボタンは Combi 内のデバイスのパラメーターや機能にアサイン（設定）できる
「バーチャル」コントローラーです。
新規 Combi のデフォルトではこれらのコントローラーには何もアサインされていません。

･ パラメーターをアサインするにはプログラマーパネルのモジュレーションルーティングセクションを使います（「モジュレーション
ルーティングを使用」をご参照ください）。

･ バーチャルコントローラーの動作はオートメーションとしてレコーディングできます。

･ 各コントローラーは複数のパラメーターにアサイン可能です。

･ " ロータリー " または " ボタン "のラべルをクリックすると名前を適切なものに変えることができます。

ピッチベンドとモジュレーションホイール
コントローラーパネルのピッチベンドとモジュレーションホイールは他のインストゥルメントデバイス同様、それぞれマスターキー
ボードの動作に追従します。

D CombinatorデバイスがMIDIインプットを受けていて、そのCombiには複数のインストゥルメントデバイスがある場合、これら全て
ピッチベンドとモジュレーションデータを受信します。
これはピッチベンドやモジュレーションデータを受けた時の結果は、各インストゥルメントデバイスの設定により決定されること
を意味します。

･ 例えば、モジュレーションホイールを動かすと、あるデバイスではビブラートが適応され、別のデバイスではフィルターカットオ
フが変る、などです。

･ ピッチベンドの量も各インストゥルメントデバイスの "Range" フィールドの設定によって決定されます。

"Run Pattern Devices（パターンデバイスを再生） " ボタン
このボタンで Combi に含まれているパターンデバイスをスタート / ストップできます。パターンデバイスパネルの "Run" ボタンと同
じ作用をします。このボタンの入 / 切の状態は Combi パッチには保存されません。トランスポートパネルから再生をすると自動的に
"Run Pattern Devices（パターンデバイスを再生） " はアクティブになります。

q Reason Essentials Factory Sound BankのCombiパッチでパターンデバイスを含むものにはパッチ名の終わりに"[run]"がついていま
す。

"Bypass All FX（全エフェクトをバイパス） " ボタン
Combi 内の全てのエフェクトデバイスをバイパスします。以下のように作用します：

･ インサートエフェクトは "Bypass" モードに切り替わります。

･ ミキサーデバイスにセンドエフェクトとして接続されているエフェクトデバイスは "Off" に切り替わります。

･ 既に "Bypass" や "Off" になっているエフェクトデバイスには影響を与えません。
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背景の変更

この機能により、コントローラーパネルの「スキン」を変えることができます。アサイン可能コントローラーに独自のラベルを付けた
り、パネルの色やルックスを変えることができます。

D Combinator を選択し、" 編集 "メニューから "パネル画像を選択 "を
Image ブラウザが開き、JPEG (.jpg) 形式の画像ファイルを選択できます。

D 画像ファイルの寸法は 754x138 ピクセルです。

D ノブ、ボタン、パッチ名ディスプレイとパッチボタンは変更できません。

D バーチャルコントローラーのラベルをデザインする場合は元のテキストを削除する必要があります。
ラベルをクリックし、テキストを削除し、[Enter] を押します。

D 背景を取り除くにはコンテクストメニューから "パネル画像を削除 "を選択します。
Combinator パネルはデフォルトの背景に戻ります。

背景テンプレートについて
プログラムと共に背景テンプレートもインストールされます。これらは正しい寸法で新しい背景を作る出発点として役立つでしょう。
"Combi Backdrops" フォルダーは Reason Essentials プログラムフォルダー内の "Template Documents" フォルダーにあります。

JPEG 形式と Adobe Photoshop(.psd) 形式の 2 種のテンプレートがあります。

D .psd（Photoshop）形式のテンプレートは複数のレイヤーから構成され、背景のカスタム化に便利です。
作成したすべての背景は、Reason Essentials で使用する前に JPEG 形式に変換保存する必要があります。
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プログラマーを使用
キーマッピングやベロシティー範囲の設定、モジュレーションルーティング（デバイスパラメーターを、コントローラーパネルのノブ
とボタンへアサイン）はプログラマーを使って行います。

D プログラマーパネルを表示するにはコントローラーパネルの "Show Programmer" ボタンをクリックします。
コントローラーパネルの下にプログラマーが現れます。

D プログラマーパネルの左側には Combi に含まれている全てのデバイスがホルダー内の順番通りにリスト表示されます。
リストのデバイスをクリックすると編集のために選択されます。

D 中央のキーマッピングセクションの上部には水平のスクロールバーとキーボードがあり、その下に各インストゥルメントデバイス
のキーの範囲が表示されます。

D 右側はモジュレーションルーティングセクションで、パラメーターをコントローラーパネルのコントローラーにアサインします。
「モジュレーションルーティングを使用」をご参照ください。
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インストゥルメントデバイスのキーマッピング
各インストゥルメントデバイスに独自のキーレンジ（デバイスをトリガーする最低、最高キー）を設定することができます。これによ
り Combi 内のデバイスからスプリットやレイヤーを作ることができます。

1. Combinator トラックがMIDI フォーカスを受けていることを確認します。
2. 左のデバイスリストからインストゥルメントデバイスを選択します（エフェクトやミキサーなど非インストゥルメントデバイスに
はキーレンジがありません）。
選択されたデバイスのキーレンジはハイライトされ、キーボードディスプレイの下に水平バーとして表示されます。さらにプログ
ラマーパネル下部の "Key Range Hi/Lo" フィールドにそれぞれノート番号が表示されます。デフォルトではフルレンジ（C-2 から
G8）に設定されています。一度に 1 デバイスのみ選択できます。

キーレンジを変更するにはいくつかの方法があります：

D "Key Range Lo/Hi" フィールドをクリックしながらマウスを上下に動かす。

D ディスプレイ中央の水平バー端のハンドルを動かす。
ハンドルが見えるまでキーボードディスプレイ上のスクロールバーを動かす必要があるかもしれません。

D 水平バー自体を左右にドラッグするとキーゾーン全体（つまりキーレンジ）を左右に移動できます。

3. これらの方法を用いてデバイスに任意のキーレンジを設定します。
これで設定されたキーレンジ内でのみデバイスは発声します。

D Combi 内のデバイスのキーレンジを設定することでスプリットインストゥルメントが作成できます。
例えば、C2 以下のノートではベースサウンドのデバイスが鳴り、それ以上のノートではパッドサウンドのデバイスが鳴る、などで
す。

D Combi 内で同じキーレンジを持つ複数のインストゥルメントデバイスはレイヤーされたことになります - つまり全デバイスは同時
に発声します。
これはベロシティーの範囲が設定されていなければですー下記参照。

D もちろん異なるデバイスのキーレンジを部分的に重ねることも可能です。この場合、特定のレンジでは複数のデバイスが発声する
ものの、それ以外のレンジでは単体のデバイスが鳴るように設定可能です。

トランスポーズ機能について
右下角のトランスポーズフィールドで現在選択されているインストゥルメントデバイスをトランスポーズできます。キーマップは変更
されません。選択されているデバイスのピッチのみに適用されます。設定範囲は半音単位で ± ３オクターブです。
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キーボードについて
キーボードディスプレイで選択されたデバイスを試聴することができます。[Option](Mac) または [Alt](Windows) を押さえながらキー
をクリックします。

" ノートを受信 "と " パフォーマンスコントローラー "チェックボックスについて
プログラマーの左下には "Receive Notes" フィールドとチェックボックスがあります。その下には標準 MIDI パフォーマンスコントロー
ラー（ピッチベンド / モジュレーションホイール / ブレス / エクスプレッション / サステインペダル / アフタータッチ）のチェック
ボックスがあります。

D これらチェックボックスはCombi内の各デバイスごとにノート/MIDIパフォーマンスコントローラーデータの受信設定を司ります。

D " ノートを受信 "チェックボックスを非アクティブにした場合、選択されたデバイスはMIDI ノートメッセージを無視します。
非インストゥルメントデバイスが選択された場合、チェックボックスは必ず非アクティブになります。

D パフォーマンスコントローラーのいずれかを非アクティブにした場合、選択されたデバイスはそのコントローラーを無視します。
デフォルトで全てアクティブになっています

インストゥルメントデバイスのベロシティー範囲設定
複数のインストゥルメントデバイスのキーの範囲が（全体、または部分的に）重なっている場合、ベロシティースイッチにより、演奏
の強弱に従いどのデバイスが発声するかを指定することができます。

このためにはベロシティー範囲を設定します。

MIDI キーボードのキーを弾くたびに 1 から 127 の間のベロシティー値が Reason Essentials に送信されます。キーを軽く弾くと低いベ
ロシティー値が、強く弾くと高いベロシティー値が送られます。

このベロシティー値によって発声するデバイス、発声しないデバイスを決定します。

1. 左のデバイスリストから任意のデバイスを選択します（エフェクトやミキサーなど非インストゥルメントデバイスにはベロシ
ティー範囲がありません）。
デフォルトではフルレンジ（0 ～ 127）に設定されています。

2. "Key Range Lo/Hi" フィールドをクリックしながらマウスを上下に動かし、ベロシティー範囲の最低値と最高値を指定します。
3. レンジを設定すると、そのデバイスはこのレンジ範囲内のノートベロシティーでのみ発声します。
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ベロシティー範囲の重複について
重複するベロシティー範囲を設定することができます。以下はその一例です：

D "Device 1" のベロシティー範囲は 1～ 60 です。

D "Device 2" のベロシティー範囲は 41 ～ 100 です。

D "Device 3" のベロシティー範囲は 81 ～ 127 です。

この場合、41 と 60 の間のベロシティー値は Device 1 と Device 2 両方をトリガーします。同じく 81 と 100 の間のベロシティー値
は Device 2 と Device 3 両方をトリガーします。

フルベロシティー範囲と部分的ベロシティー範囲について
キーマッピングディスプレイで変更されたベロシティー範囲を持つデバイスが確認できます：

･ フルベロシティー範囲（0-127）のデバイスはアウトライン表示されます。

･ その他のベロシティー範囲のデバイスは縞模様の表示になります。

このデバイスは部分的ベロシティー範囲に設定されているため、縞模様で表示されています

モジュレーションルーティングを使用
モジュレーションルーティングでは Combi 内のデバイスのパラメーターや機能をコントローラーパネルのバーチャルノブとボタンに
アサインすることができます。また、プログラマーの裏パネルの４つの Programmer CV In（プログラマー CV 入力）に外部 CV モジュ
レーションソースを接続することで、Combi のプログラマーパラメーターを制御できます。

ノブとボタンコントローラーについて
これらのバーチャルコントローラーは「本物」のデバイスのコントローラーと同じような作用をします：

D ノブはパラメーターを連続的に可変（レベルコントロールなど）、複数の固定数値の間をスイッチすることができます（Subtractor
の Oscillator 波形選択など）。

D ボタンは二つの固定値の間を入 / 切スイッチのようにスイッチします。
ここで注意が必要なのは、Reason Essentials デバイスの中にはいくつかの固定値の間をスイッチするボタンがあることです - 例え
ば、 LFO Waveform ボタンなど。もし LFO Waveform をバーチャルボタンにアサインした場合、6 つの波形のうち、2 つのみしかス
イッチできません（どの波形が選択されるかは "Min/Max" レンジで設定）。
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D 選択されたパラメーターのレンジはモジュレーションルーティング "Min / Max" フィールドに表示されます。
多くのスライダーやノブは標準レンジである 0 ～ 127 や -64 から 63 になります。セレクターやスピンコントロールの値レンジは
様々です。

Programmer CV In（プログラマー CV入力）について
プログラマーパネルの裏側には４つの CV モジュレーション入力があり、外部ソースをプログラマーの ”Target” セクションで選択でき
るパラメーターにアサインできます（「Programmer CV Inputs（プログラマー CV 入力）」参照）。

パラメーターをコントローラーにアサイン
以下の方法でアサインします：

1. パラメーターをアサインするデバイスを左のデバイスリストから選択します。

選択されたデバイスの名前が "Modulation Routing Device" フィールドに表示されます。モジュレーションルーティングセクションに
は 4 つのコラムがあります。

D " ソース "コラムには４つのロータリーとボタンが デフォルトでリスト表示されますが、各フィールドの矢印をクリックしてポップ
アップから選択することで、任意のロータリー / ボタン /CV 入力またはパフォーマンスコントローラーに設定可能です。
最後の２フィールドはデフォルトで未アサインとなっています。

D " ターゲット " ポップアップには選択されたデバイスの全パラメーターが表示されます。

D 各 "ターゲット "ポップアップリストの一番下にはノートデータを受信するオプションがあります。

D " 最小 / 最大 " コラムでバーチャルコントローラーの値レンジを指定します。
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2. 任意のロータリーまたはボタンコントローラーの " ターゲット " コラムをクリックします。
開くポップアップにはデバイスの全パラメーターがリストされます。

3. コントローラーにアサインするパラメーターを選択します。
パラメーターはアサインされ、パラメーター名がコントローラーの " ターゲット " コラムに表示されます。

4. 選択されているデバイスでノートを受信するにはこのオプションをチェックします。
5. アサインされたノブ、またはボタンを操作するとアサインしたパラメーターが制御されます。
6. " 最小 / 最大 " コラムをクリックしマウスを上下に動かすことにより、パラメーターの値レンジを指定できます。

デフォルトではフルレンジに設定されます。

7. 左のデバイスリストで別のデバイスを選択すれば、同じロータリーまたはボタンにパラメーターを追加することができます。
つまり複数のパラメーターを同時に操作するマルチ機能コントローラーを作ることができます。例えば、Combi に Subtractor が 2
つと NN-XT がある場合、マスターフィルターカットオフノブを作り、3 つのデバイス全てのフィルターカットオフを同時に操作す
ることが可能になります。
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コントローラーの名前変更
モジュレーションルーティングをアサインしたコントローラーには機能的に分かりやすい名前をつけると良いでしょう。例えば、
"Vibrato On/Off" やアサインしたパラメーター名など。

変更するにはコントローラーパネルのラベルをクリックし、新しい名前を入力します。

CV 接続
Combi 内のデバイス間の CV 配線情報は Combi パッチに保存されます。Combi 内デバイスと Combi 自体をつなぐ CV 配線も同じく
パッチに保存されますー例えば、Combi 内の Matrix を Combi のバックパネルの CV 入力に接続した場合。

Combinator の裏には以下の CV コネクターがあります：

Sequencer Control（シーケンサーコントロール）
シーケンサーコントロール CV と Gate 入力により Combinator を別の CV/Gate デバイス（RPG-8 など）から演奏できます。

CV 入力への信号がノートのピッチを制御し、Gate 入力への信号がノート on/off とベロシティーを制御します。

Modulation Inputs（モジュレーション入力）
このセクションには標準 CV モジュレーションホイールとピッチベンド入力、さらに４つのロータリーコントロール用のモジュレー
ション入力があります

! これによりロータリーコントローラにアサインされたパラメーターを CVでモジュレートすることができます。つまりほぼ全ての
Reason Essentials パラメーターの CVコントロールが可能です！

Programmer CV Inputs（プログラマー CV入力）

これらに外部 CV モジュレーションソースを接続することで、プログラマーのターゲットパラメーターをモジュレーションできます
（「モジュレーションルーティングを使用」参照）。各 CV 入力のとなりには次のように作用する感度ノブと極性スイッチがあります：

･ 感度ノブは CV入力信号を減少させます。

･ 極性スイッチは CV入力信号の極性を定義します。
例えばエンベロープジェネレーターの CV 信号を接続した場合、スイッチは ”Unipolar”（ユニポーラー）に設定します。標準 LFO
を使用する場合は極性スイッチを ”Bipolar”（バイポーラー）に設定します。
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第 24章
Mixer 14:2



MIXER 14:2472

イントロダクション

Mixer 14:2（ミキサー）では、ルーティングされた各オーディオデバイスのレベル、ステレオの配置（Pan）、トーン（EQ）、エフェクト
ミックス（AUX Sends）をコントロールすることができます。

これまでに通常のハードウェアのオーディオミキサーを使ったことがある方であれば、Mixer を直感的に使用することができるでしょ
う。Mixer は 14 の（ステレオの）入力で構成されていて、各チャンネルはミックスされ L/R のマスター出力に送られます。各チャン
ネルストリップは共通の仕様となっており、上から 4 つの AUX センド、EQ セクション、ミュートボタンとソロボタン、Pan コント
ロール、レベルフェーダーがあります。

もちろん、各 Mixer パラメーターはオートメーションが可能です。

チャンネルストリップ

Mixer 14:2（ミキサー）の各チャンネルストリップには「チャンネルストリップコントロール」に列記されたアイテムが備わっていま
す。

AUXセンド 1-4

EQ 高音と低音のコントロール

EQオン / オフボタン

ミュート (M) ボタンとソロ (S) ボタン

Pan コントロール

チャンネルフェーダー

チャンネルメーター

チャンネルラベル

AUXセンド 4のプリフェーダースイッチ
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チャンネルストリップコントロール
|項目 |説明 |設定範囲
チャンネルフェーダー チャンネルフェーダーはそれぞれ対応するチャンネルの出力レベルをコントロール

するのに使用します。
フェーダーを調節することで、Mixer にルーティングされている異なったデバイス
間の任意のミックス（バランス）を設定することができます。

0 - 127 

ドラフティングテープ Mixer の各チャンネルはデバイスがルーティングされると、フェーダーの左側に接
続されたデバイスの名前が付いた（変更不可の）ドラフティングテープが表示され
ます。

N/A

チャンネルメーター メーターはチャンネルの出力レベルをグラフィッカルに表示します。信号がメー
ターの赤い部分まで達している場合、チャンネルにルーティングしているデバイス
の出力レベル、またはチャンネルフェーダーを音が歪まないように下げてくださ
い。

N/A

Pan コントロール ステレオチャンネルの左右のポジションをセットするのに、このコントロールを使
用します。[Command]/[Ctrl] キーを押しながら "Pan コントロール " ノブをクリッ
クすると、デフォルト値 "0"（センターポジション）にセットします。

-64 ? 0 ? 63

ミュート (M) ボタンと
ソロ (S) ボタン

チャンネルのミュートボタンをクリックすると、そのチャンネルの出力をミュート
します。もう一度ボタンを押すと、そのチャンネルのミュートを解除します。
チャンネルのソロボタンをクリックすると、他のすべてのミキサーチャンネルが
ミュートされ、ソロにしたチャンネルだけを聞くことができます。同時に複数の
チャンネルをソロにすることが可能ですが、このケースではミュートボタンでソロ
になったチャンネルをミュートすることは不可能です。ソロモードになっている複
数のチャンネルの内一つをミュートするには、そのチャンネルの " ソロボタン “ を
解除します。

On/Off

EQ 高音と低音のコントロール このコントロールは、信号の高低それぞれの周波数をカットまたはブーストするの
に使用します。EQ をオンにするには "EQ" ボタンをクリックします。
より高等な EQ が必要な場合は、インサートエフェクトとして "PEQ-2 2Band パラ
メトリック EQ" デバイスを使用することができます。
さらに 2 つの EQ モードがあります - 「EQ モードについて」をご参照ください。

高域 : ±24 dB 12 kHz.
低域 : ±24 dB 80 Hz.

AUX エフェクトセンド 1-4 4 つの独立した AUX センドは他のデバイス（一般的にはエフェクトプロセッサー）
に送られるチャンネル信号の量をコントロールします。ドライな（処理されていな
い）信号とミックスされる AUX リターン入力（「AUX リターンセクション」をご
参照ください）を経て、エフェクト出力は通常 Mixer に返されます。Mixer が選択
された状態でエフェクトデバイスを作成すると、エフェクトは初めに空いているセ
ンド / リターンのコネクターに自動的にルーティングされます。その時、各ミキ
サーチャンネルの AUX センドノブによって、ミキサーチャンネルにルーティング
しているデバイスに適用されるチャンネル信号のエフェクトの位置にありますが、
AUX センド 4 に関してはプリフェーダーモードが選択できます（センドの隣にあ
る "P（プリフェーダ on/off）" ボタンが点灯するようにクリックします）。この
モードではセンドのレベルはチャンネルフェーダーのレベルから独立しています。
センドはステレオですがモノで使用することも可能です。

0 - 127
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Mixer 信号の流れ
Mixer14:2 のチャンネルの基本的な信号の流れは以下のようになっています：

このミキサーのソロ機能はソロインプレイスです。つまり AUX センドからエフェクトデバイスにルーティングされている場合、ソロ
出力信号にはソロになっているチャンネルから送られた AUX リターン信号も含まれます。

AUX4 プリフェーダーモードが選択されている場合、センドの信号は EQ と Pan の後、チャンネルフェーダーの前の位置から送り出さ
れます。

EQ モードについて

REASON2.5 ではミキサーの EQ モジュールに改良が加えられ、さらなる音質の向上が得られました。ですが、"old"EQ モードを使用す
ることもできます。

ミキサーの裏には、このためのスイッチが備わっています - 新型 EQ タイプを使用するには "ImprovedEQ（EQ モード ;0）" を、旧型
EQ を使用するには "CompatibleEQ（EQ モード ;1）" を選択します。EQ パラメーターは両タイプとも全く同じです。

フェーダーEQ ミュート AUX センド

ソロ マスター L / R 出力

エフェクトデバイスAUX リターン 

入力

Aux 4 プリフェーダー

Pan
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AUX リターンセクション

AUX リターンは Mixer の 14 のステレオチャンネルに加えて、（予備の）4 つのステレオ入力を供給します。リターンチャンネルのおも
な機能は、ルーティングしたセンドエフェクトデバイスに入力を供給することです。各 AUX リターンチャンネルにはレベルコント
ロールとドラフティングテープがあります。このドラフティングテープはリターンチャンネルにルーティングしたデバイスの名前を表
示します。

マスターフェーダー

マスター L / R フェーダーは、Mixer 内のすべてのチャンネルがミックスされた出力レベルをコントロールします。これは全てのチャン
ネルの相対的なレベルを保ったまま全体の音量の調節をしたり、フェードアウトなどに使用します。

接続
全ての入力と出力のコネクターは通常通り Mixer 14:2（ミキサー）のバックパネルに位置しています。2 つ以上の Mixer を " チェイン
する " ための特別なコネクターが使用されます。これについては「Mixer のカスケード（チェーン）」をご参照ください。

ミキサーチャンネルの接続
D 各ミキサーチャンネルはオーディオデバイスにルーティングするために左右のステレオ入力を装備しています。

モノラル信号のソースをルーティングする時は左入力を使用します。

D それに加えて、他のデバイスからチャンネルレベルと Pan をコントロールするための 2つのコントロールボルテージ（CV）入力（そ
れに附随するボルテージトリムポット）があります。
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AUX センド出力

D 4 つのステレオセンド出力コネクターがあり、通常はエフェクトデバイスの入力にルーティングされます。
センドをモノラル入力のデバイスに接続するには "Left (Mono)" 出力を使用します。

センドがエフェクトデバイスにルーティングされると、対応する AUX センドノブは各チャンネルのエフェクトデバイスへ送られる信
号のレベルを決定します。センド出力はポストチャンネルフェーダーの位置になりますが、AUX センド 4 に関してはプリフェーダー
モードが選択できます。

D エフェクトの中にはAUXセンドエフェクトとして使用するように設計されていないエフェクトの種類("Comp-01 コンプレッサー/リ
ミッタ－ "や "PEQ-2 2Band パラメトリック EQ" など ) もあります、これらは信号がエフェクトの中を通過して出力されるインサー
トエフェクトとして使用します。
また、AUX センド 4 をプリフェーダーモードに設定し、チャンネルフェーダーを完全に下げることもできます。

AUX リターン

D 4 つのステレオリターン入力コネクターがあります。
これらは通常エフェクトデバイスの左右の出力にルーティングされます。

マスター L / R 出力

･ マスター出力は最初に空いているミックスチャンネルデバイスの入力ペアに自動的にルーティングされます。
空いているミックスチャンネルデバイスがない場合、Mixer 14:2 デバイスを作成したときに自動的にミックスチャンネルも作成さ
れます

･ 加えて、他のデバイスからマスターレベルをコントロールするためのコントロールボルテージ (CV) 入力（それに附随するボルテー
ジトリムポット）があります。
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Mixer のカスケード（チェーン）

カスケードした２つの Mixer はこのようにルーティングされます。上の Mixer がマスターの Mixer です

より多くのミキサーチャンネルが必要である場合、複数の Mixer 14:2 デバイスをチェーンできます。

D 既存のMixer 14:2デバイスを選択し、”作成”メニューまたはコンテクストメニューから”デバイスを追加：Mixer 14:2ミキサー”を選
択します。
新しい Mixer は自動的に "Chaining Master（ミキサーカスケード入力） " と "Chaining AUX（AUX カスケード入力） " を使って接続さ
れます。

･ 新しく作成されたMixer のマスター出力は最初のMixer の "Chaining Master（ミキサーカスケード入力）"にルーティングされま
す。
新しい Mixer のマスター出力レベルは、最初の Mixer のマスターフェーダーでコントロール可能です。よって、このフェーダーは
両方の Mixer の出力レベルをコントロールします。

･ 新しく作成されたMixer の 4 つの AUX センド出力は最初のMixer の "Chaining Aux（AUX カスケード入力）"コネクターにルー
ティングされます。
新しい Mixer は最初の Mixer にルーティングされている AUX センドエフェクトにに同じようにアクセスできるようになります。

このように、2 つのチェーンされた Mixer は一体であるかように動作します。

! 例外的に、チェーンされていない機能としてミュート / ソロ機能があります、したがって、1つのMixer でソロ機能を使っても、他
のMixer のチャンネルはミュートされません。

Mixer を作成する数に制限はありません、1 つの Mixer が " マスターの" 状態でそれらは同じようにチェーンされます。（すなわち、マ
スターの Mixer は全てのチェーンされた Mixer のマスターレベルをコントロールし、AUX センドエフェクトソースを供給します。）

部分的なチェーン、もしくはチェーンされていないMixer
部分的な、もしくはまったくチェーンされていない複数の Mixer を作成することができます。

･ 例えば、1つのMixer に異なった AUXセンドエフェクトが必要だとします。
これには "Chaining Aux" コネクターに繋がっている 1 つ、またはそれ以上のセンドアウトを切断して、新しいセンドエフェクトに
アサインするだけです。

D 例えば、マスター入力をチェーンする代わりに、あるMixer のマスター出力を別のミックスチャンネルデバイスに送ることも可能で
す。 
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Line Mixer 6:2
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イントロダクション

Line Mixer 6:2（ラインミキサー）では、ルーティングされた各オーディオデバイスのレベル、ステレオの配置（Pan）、エフェクト
ミックス（AUX センド）をコントロールすることができます。

Line Mixer は、6 つの ( ステレオ ) 入力をもち、各チャンネルはミックスされ L/R のマスター出力に送られます。

チャンネルパラメーター
各チャンネルは共通の仕様となっており AUX センド、ミュートボタンとソロボタン、Pan コントロールとレベルコントロールが備
わっています：

Aux リターンセクション
AUX リターンは接続されたセンドエフェクトデバイスのためのステレオ入力です。AUX リターンチャンネルには一本のレベルコント
ロールがフロントパネルにあります。

マスターレベル
マスター L / R フェーダーは、Line Mixer 内のすべてのチャンネルがミックスされた出力レベルをコントロールします。これは全ての
チャンネルの相対的なレベルを保ったまま全体の音量の調節をしたり、フェードアウトなどに使用します。

|項目 |説明
レベルコントロール それぞれのチャンネルの出力レベルをコントロールし、ミキサーにルーティングされているデバイス間の任意のミッ

クス（バランス）を設定することができます。

ドラフティングテープ 各チャンネルにはデバイスがルーティングされると、接続されたデバイスの名前が付いた（変更不可）ドラフティン
グテープが表示されます。

チャンネルメーター メーターはチャンネルの出力レベルをグラフィカルに表示します。信号がメーターの赤い部分まで達している場合、
チャンネルにルーティングしているデバイスの出力レベル、またはチャンネルレベルコントロールを音が歪まないよ
うに下げてください。

Pan コントロール ステレオチャンネルの左右のポジションをセットするのに、このコントロールを使用します。[Ctrl]-click (Win) または
[Cmd]-click (Mac) キーを押しながら "Pan" ノブをクリックすると、デフォルト値 "0"（センターポジション）にセット
します。

ミュート (M) ボタン
とソロ (S) ボタン

チャンネルのミュートボタンをクリックすると、そのチャンネルの出力をミュートします。もう一度ボタンを押すと、
そのチャンネルのミュートを解除します。
チャンネルのソロボタンをクリックすると、他のすべてのミキサーチャンネルがミュートされ、ソロにしたチャンネ
ルだけを聞くことができます。同時に複数のチャンネルをソロにすることが可能ですが、この場合、ソロになった
チャンネルをミュートボタンでミュートすることはできません。ソロモードになっている複数のチャンネルの内一つ
をミュートするには、そのチャンネルのソロを解除します。

AUX エフェクトセンド AUX センドは他のデバイス（一般的にはエフェクトプロセッサー）に送られるチャンネル信号の量をコントロールし
ます。エフェクト出力は通常 AUX リターン入力を経てミキサーに返され、ドライな（処理されていない）信号とミッ
クスされます。ミキサーが選択された状態でエフェクトデバイスを作成すると、エフェクトはセンド / リターンのコネ
クターに自動的にルーティングされます。各ミキサーチャンネルの AUX センドノブによって、ミキサーチャンネルに
ルーティングしているデバイスに適用されるチャンネル信号のエフェクトの量をコントロールできます。AUX センド
出力はプリ / ポストチャンネルレベルいずれから送ることができます - 「AUX センド」をご参照ください。
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接続
全ての入力と出力のコネクターは通常通り Line Mixer のバックパネルに位置しています。

ミキサーチャンネルの接続
D 各ミキサーチャンネルはオーディオデバイスからルーティングするためにオーディオ入力左 /右のステレオ入力を装備しています。

モノ信号を手動で接続する場合は左入力を使用します。

D それに加えて、他のデバイスからチャンネルレベルと Pan をコントロールするための 2つのコントロールボルテージ（CV）入力があ
ります。

AUX センド
D センドアウトコネクターがあり、通常はエフェクトデバイスの入力にルーティングされます。

モノ入力のデバイスにルーティングする時は "L” チャンネル側出力を使用します。

センドがエフェクトデバイスにルーティングされると、対応する AUX センドノブが各チャンネルからエフェクトデバイスへ送られる
信号のレベルを決定します。

センド出力は "SEND" コネクター左にあるスイッチでプリ / ポストチャンネルレベルを指定できます。

AUX リターン
これらは通常エフェクトデバイスの左右の出力からルーティングされます。

マスター L/R 出力
D マスター出力はHardware Interface で最初に空いている入力ペア、または他のミックスチャンネルデバイスに自動的にルーティン
グされます。
Combi 内で使用する場合、通常マスター出力は Combinator の "From Devices（デバイスからのオーディオ入力）" コネクターに接
続されます。
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ID8 インストゥルメント
デバイス
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はじめに

ID8 インストゥルメントデバイスは優秀なサウンドを数多く内蔵したシンセモジュールで、完成されたアレンジの作成に最適です。内
蔵サウンドは REASON デバイスや ReFills から厳選されており、最高のオーディオクオリティを約束します。

サウンド
ID8 には９つのカテゴリーに分かれた 36 のプリセットが内蔵されています（各カテゴリーにつき４プリセット）。次のカテゴリーがあ
ります：

･ Piano（ピアノ）
ピアノカテゴリーにはグランドピアノ、アップライトピアノ、ダンス系ピアノとビブラフォンが含まれています。

･ Electric Piano（エレクトリックピアノ）
エレクトリックピアノカテゴリーには２種類のビンテージエレピサウンド、デジタル FM ピアノ、そしてクラビネットが含まれて
います。

･ Organ（オルガン）
オルガンカテゴリーには２種類のビンテージ トーンホイールオルガンサウンド、トランジスタオルガン、そしてパンプオルガンが
含まれています。

･ Guitar（ギター）
ギターカテゴリーにはアコースティックギター（スティール弦）、クリーンエレキギター、セミアコジャズギター、そしてダルシ
マーが含まれています。

･ Bass（ベース）
ベースカテゴリーには指弾きとピック弾きのエレキベース、アコースティックアップライトベース、そしてシンセベースが含まれ
ています。

･ Strings（弦楽器）
弦楽器カテゴリーにはオーケストラストリングス、アルコストリングス、小さなストリングセクション、そしてコーラスサウンド
が含まれています。

･ Brass-Wind（管楽器）
管楽器カテゴリーにはファットブラス、ブラスセクション、フレンチホルン、フルートが含まれています。

･ Synth（シンセ）
シンセカテゴリーには２種類のビンテージモノフォニックシンセと２種類のポリフォニックパッドサウンド（早いアタック、遅い
アタック）が含まれています。

･ Drums（ドラム）
ドラムカテゴリーにはいくつかの音楽スタイルに適したドラムとパーカッションの組み合わせが４とおり含まれています。各「ド
ラムキット」には 53 から 65 もの楽器が含まれているため、豊富なサウンドから選べます。

これらサウンドのベロシティーマッピングに関する情報は「ベロシティーマッピング」をご参照ください。

ID8 とスタンダードMIDI ファイル
Reason Essentials シーケンサーにスタンダード MIDI ファイルをロードした際はデフォルトで ID8 が使用されます。インポートした
MIDI ファイルのトラックごとに ID8 がアサインされ、元のサウンドに近いサウンドがロードされます。これによりインポートした
MIDI ファイルをすぐに再生できます。もちろんサウンドはいつでも変えられるうえ、ID8 を他のインストゥルメントデバイスに置き換
えられます。
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ID8 を使用する
サウンドの選択
D ディスプレイの左にある上下ボタンでカテゴリーを選択します。

D 選択したカテゴリーでサウンドを選択するにはA-D ボタンをクリックするか、ディスプレイのサウンド名をクリックします。

D ID8 ディスプレイのカテゴリー名をクリックすると他のカテゴリーやデバイスを選択できるポップアップが現れます。

ポップアップの一番下には " インストゥルメントを選択 " オプションがあります。これを選択すると ID8 を他のインストゥルメン
トデバイスとサウンドに置き換えることが可能です。

サウンドの制御

パラメーターノブ

ID8 の各サウンドは２つのパラメーターをパラメーター１と２のノブにアサインされています。パラメーター名はそれぞれノブの右の
小型ディスプレイに表示されます。アサインされるパラメーターは選択したサウンドによって異なります。
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ピッチベンドとモジュレーションホイール

ID8 フロントパネルの左側にはピッチベンドとモジュレーションホイールがあります。ピッチベンドレンジはすべてのサウンドで +/
- ２セミトーンです。モジュレーションホイールの機能は選択したサウンドによって若干異なりますが、大抵はビブラートを制御しま
す。ただしドラムカテゴリーでは大抵モジュレーションホイールは効果がありません - 例外として "Electronic" ドラムではローパス
フィルターのカットオフを制御します。

パフォーマンスコントローラー
ID8 のサウンドは標準パフォーマンスコントローラー（サステインペダル、アフタータッチ、エクスプレッション、ブレスコントロー
ル）にも反応します。パラメーターアサインは選択したサウンドによって若干異なります。ただしサステインペダルは常にサステイン
を、エクスプレッションは常にボリュームをコントロールします。

ベロシティーマッピング
ID8 のサウンドの多くはマルチサンプルされています。さらに複数のベロシティーレイヤーを用いることで元の楽器をよりリアルに再
現しています。中には最も高いベロシティーレイヤーで異なるタイプのサンプルを使用しているものもあります。つまり音量が大きく
なるだけでなく、音自体が違うものとなります。例えば "Jazz Semi" ギター、"Finger"、"Pick"、"Upright" ベースでは一番高いベロシ
ティーレイヤーはグリッサンド（スライド）ノートになっています。同じく "Arco" ストリングスでは一番高いベロシティーレイヤー
はピチカートノートになっています。

編集したサウンドの保存
ID8 は「プリセット」サウンドモジュールとして設計されているため、編集したサウンドを保存するための機能はありません。ただし
ソング（ドキュメント）を保存する際にパラメーターの編集も自動的にソングに含まれます。

q また１つ以上の ID8デバイスをCombinator に取り込み、Combinator パッチを保存できます。これにより ID8パラメーターの設定が
Combinator パッチに自動的に保存されます。詳しくは「Combinator」をご参照ください。



第 27章 
Subtractor シンセサイザー
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イントロダクション
Subtractor は音源部に減算合成を採用した、バーチャルアナログタイプのポリフォニックシンセサイザーです。ここでは Subtractor
の各セクションに搭載されているすべてのパラメーターについて解説します。また、Subtractor を最大限に使いこなすための幾つかの
情報も記載されていますので、ご参照ください。

! この章で Subtractor の機能を初めて知ろうという方は、パッチをイニシャライズすることをお薦めします（パッチ "Init Patch" を
選択します）。また、"編集 "メニューの "パッチを初期化する "を選択することでイニシャライズすることができます。現時点で
何らかのパラメーター設定をしている場合は、イニシャライズする前に必要に応じてパッチを保存してください。

Subtractor は以下のような機能を備えています：

D 最大 99 ポリフォニック（同時発音）
パッチ毎にポリフォニック数を設定することができます。

D 高機能フィルターを 2基搭載
マルチモードフィルターともう一方のフィルターを組み合わせることで、複雑なフィルタリングを行うことができます。詳細につ
いては「フィルターセクション」をご参照ください。

D 32 種類の波形を内蔵した 2基のオシレーター
詳しくは「オシレーターセクション」をご参照ください。

D フリケンシーモジュレーション（FM）機能
詳しくは 「フリケンシーモジュレーション（FM）」をご参照ください。

D フェイズオフセットモジュレーション
様々な波形のバリエーションを生み出す、Subtractor のユニークな特徴の 1 つです。詳細については「フェイズオフセットモジュ
レーション」をご参照ください。

D 2 基搭載された LFO（Low Frequency Oscillator）
詳しくは 「LFO セクション」をご参照ください。

D 3 基搭載されたエンベロープジェネレーター
詳しくは 「エンベロープ - 全般」をご参照ください。

D ペロシティコントロール機能
詳しくは 「ベロシティーコントロール」をご参照ください。

D 広範囲に渡る CV / Gate モジュレーション
詳しくは 「接続」をご参照ください。

パッチの読み込みと保存
パッチの読み込みや保存方法に関しては他の Reason Essentials パッチデバイスと同様の方法で行えます（「パッチの選択」と「パッチ
の保存」参照）。
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オシレーターセクション

Subtractor には、2基のオシレーターが搭載されています。オシレーターとはシグナルを発生させる発振器のことで、このシグナルを
他のセクションで加工して音を作っていきます。オシレーターは波形とその周波数（フリケンシー）を生成します。オシレーターが発
生する波形の種類によって、音の種類が決定します。ゼロの状態から Subtractor のパッチを作るとき、オシレーターで波形を選択す
ることがスタートポイントとなります。

オシレーター 1の波形

オシレーター 1 には 32 種類の波形が内蔵されています。最初の 4 種類は基本的な波形で、残りは特殊な波形です。しかし楽器音など
をシミュレートする場合は、この特殊な波形が役立ちます。

q フェーズオフセットモジュレーションを使うことで、すべての波形を変形させることができます（詳しくは「フェイズオフセット
モジュレーション」をご参照ください）。 

D 波形を選択する場合は、"Waveform（波形） " ディスプレイ右側のスピンコントローラーをクリックします。
最初の 1 ～ 4 は基本的な波形で、残りの 5 ～ 32 は特殊な波形です。
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以下が内蔵された波形の特徴です：

! ここで解説される波形の特徴は、基本的なガイドラインに添ったものです。実際に Subtractor では波形をモジュレートしたり歪ま
すことで様々な音作りが可能なので、解説とは異なるキャラクターの音色を作ることも可能です。

|波形 |説明
ノコギリ波

（Sawtooth）
ノコギリ波は倍音を多く含んだ波形で、明るくてリッチな音を作ることができます。すべての波形の中で、鋸波
が最も多目的に使えるものだと言えるでしょう。

パルス波
（Square）

矩形波は奇数倍音のみ含む波形で、輪郭のはっきりした音を作ることができます。

三角波
（Triangle）

三角波には多くの倍音は含ませんが、間隔の空いた奇数倍音が含まれています。丸い音が特徴で、フルートのよ
うな音を作ることができます。

サイン波
（Sine）

サイン波は倍音が含まれない最も単純な波形で、柔らかい音が特徴です。

5 この波形は高い倍音が強調されています。エンファシスの効いた高い倍音を含んでおり、少しノコギリ波に似て
いますが、それほど明るい音ではありません。

6 この波形は様々な倍音を含むリッチな波形で、アコースティックピアノの音色をシミュレートする際に適してい
ます。

7 この波形はガラスのような滑らかな音が特徴で、エレクトリックピアノのシミュレートに適しています。

8 この波形はハープシコードやクラビネットのシミュレートに適しています。

9 この波形はエレクトリックベースのシミュレートに適しています。

10 この波形はディープでサブベースのような音を作り出すことができます。

11 この波形は強いフォルマント成分を持っており、人間の声のような音色に適しています。

12 この波形は金属的な音が特徴であり、様々な音色を作り出すことができます。

13 この波形はオルガン系音色のシミュレートに適しています。

14 この波形もオルガン系音色のシミュレートに適しています。13 の波形と比較して、より明るい音が特徴です。

15 この波形はバイオリンやチェロのようなストリングス系音色のシミュレートに適しています。

16 15 の波形に似ていますが、微妙に異なるキャラクターの波形です。

17 この波形もストリングス系音色のシミュレートに適しています。

18 この波形は倍音を多く含むリッチなサウンドが特徴で、スティールギター等の音色シミュレートに適していま
す。

19 この波形はブラス系音色のシミュレートに適しています。

20 この波形はミュートされたブラス系音色のシミュレートに適しています。

21 この波形はサックスのシミュレートに適しています。

22 この波形はブラスやトランペットの音色シミュレートに適しています。

23 この波形はマリンバのようなマレット系音色のシミュレートに適しています。

24 23の波形に似ていますが、少々異なるキャラクターを持っています。

25 この波形はギター系のシミュレートに適しています。

26 この波形はハープのような音色をシミュレートする際に適しています。

27 23 と 24 の波形に似ていますが、より明るい音が特徴で、ビブラフォンのような音色のシミュレートに適してい
ます。

28 27の波形に似ていますが、少々異なるキャラクターを持っています。



SUBTRACTOR シンセサイザー 491

オシレーター 1のフリケンシーの設定（オクターブ / セミトーン / セント）

それぞれに対応するアップ / ダウンボタンを使って、オシレーター 1 のフリケンシーを設定します。例えば、オシレーター 1 のフリケ
ンシーを設定するには、以下の 3 通りの方法があります。

D オクターブステップ 
設定できる値の範囲は 0 ～ 9 です。デフォルト設定は４です（中央の C の上の A が 440 Hz になります）。

D セミトーンステップ 
12 半音（1 オクターブ）ステップで設定できます。

D セントステップ（半音の 1/100）
設定できる範囲は -50 から 50（1 半音の上下 50%）です。

オシレーターキーボードトラッキング

オシレーター 1 には "Kbd. Track（キーボードトラッキング）" ボタンがあります。このボタンがオフになっていると、入ってくるノー
トピッチメッセージに関係なく、ノートオン / オフメッセージのみに反応してオシレーターのピッチは一定の状態が保たれます。これ
はある特定の場合に有効です：

D フリケンシーモジュレーション（FM -「フリケンシーモジュレーション（FM）」をご参照ください）またはリングモジュレーショ
ン（「リングモジュレーション」をご参照ください）を使用しているとき。
これによってキーボード全域の様々な音色の倍音を豊かにすることができます。

D キーボード全域で同じサウンドが鳴るスペシャルエフェクトやピッチの無いサウンド（ドラムやパーカッションなど）を使用して
いるとき。

オシレーター 2の使用

"Osc 2" の文字の隣にあるボタンをクリックするとオシレーター 2 がオンになります。オシレーターフリケンシーとキーボードトラッ
キングの設定はオシレーター 1 と同じです。

29 This waveform has complex, enharmonic overtones, suitable for metallic bell-type sounds.

30 29の波形に似ていますが、少々異なるキャラクターを持っています。FM 機能を使って "Osc Mix" を "Osc 1" に設
定することで、この 2 種類の波形はノイズを生成することができます。

31 30の波形に似ていますが、少々異なるキャラクターを持っています。

32 30の波形に似ていますが、少々異なるキャラクターを持っています。

|波形 |説明
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2 番目のオシレーターを加えると、音色がより豊富になり新しいモジュレーションの可能性が広がります。基本的な例としては、片方
のオシレーターをほんの少し（セントステップで ±2、3）ずらしてチューニングすることが挙げられます。この僅かなオフセットが
お互いのオシレーターを微妙に揺らして、より広がりのある豊かなサウンドを生み出します。また、2 つの異なった波形を組み合わせ
てフリケンシーモジュレーションやリングモジュレーションを加えることで多彩なサウンドを作ることができます。

オシレーターのミックス

オシレーターの "Mix" ノブはオシレーター 1 と 2 の出力バランスを調節します。両方のオシレーターをはっきり聞こえるようにするに
はノブを中央にセットします。"Mix" ノブを左いっぱいに回すと、オシレーター 1 のみが聞こえ、反対に回すとオシレーター 2 のみが
聞こえます。[Command] キーまたは [Ctrl] キーを押しながらノブをクリックすると中央の位置にすることができます。

オシレーター 2の波形
オシレーター 2 で選択できる波形はオシレーター 1 と同じです。

しかしながら、Subtractor には第 3 のサウンドジェネレートソースとしてノイズジェネレーターが用意されています、これはオシレー
ター 2 の出力に内部で接続した予備の波形と見なすことができます。

ノイズジェネレーター

ノイズジェネレーターはピッチのある波形の変わりにノイズを発生するオシレーターということができます。ノイズは様々なサウンド
を作り出すのに使用されます、古典的な例としては風や波の音があり、ノイズはフィルターフリケンシーをモジュレーションしている
間にフィルターを通過します。通常の使用法としてはドラムやパーカッションのようなピッチの無いサウンドや、管楽器のブレスノイ
ズをシミュレーションすることもあります。ノイズジェネレーターを使用するには、"Init Patch" を選択してから次のように行ってくだ
さい：

1. "Osc 2" をオフにします。
2. ノイズジェネレーターのセクション内のボタンをオンにしてノイズジェネレーターをアクティブにします。

MIDI インストゥルメントでノートをプレイすると、オシレーター 1 がノイズジェネレーターのサウンドとミックスしているのが聞
こえるはずです。

3. "Mix" ノブを右いっぱいまで回して、ノートをプレイします。
すると、ノイズジェネレーターのみが聞こえるようになります。

D ノイズジェネレーターの出力は内部でオシレーター 2の波形と接続しています。
従って、"Osc 2" のスイッチをオンにしていると、ノイズと Osc 2 の波形がミックスされます。
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ノイズジェネレーターには次の 3 つのパラメーターがあります：

フェイズオフセットモジュレーション
Subtractor オシレーターの独特な特徴は、オシレーター 1 つで特殊な波形を作成し、またその波形の位相を相殺（オフセット）して、
その量の調節が行える点にあります。波形自身のフェイズオフセットコピーを使って波形を減算したり乗算することで、非常に複雑な
波形を作成することができます。難解に聞こえるでしょうか？確かにその背景にある理論は難解かも知れません、しかしユーザーの視
点から見れば、これは既存の波形から新しい波形を生成する単なる方法に過ぎません。

ベテランのシンセプログラマーが Subtractor を初めて使うと、何故 Subtractor のオシレーターは一般的なシンセで使用されるパルス
波形とそれに関するパルスウィズモジュレーション（PWM）、またはアナログシンセサイザー共通の特徴であるオシレーターシンクが
無いのか疑問に思うかも知れません。これは Subtractor が簡単に（PWM を伴った）パルス波形、及びオシレーターシンクを作成する
ことができ、更にフェイズオフセットモジュレーションを部分的に使用して多彩なサウンドを得ることができるからです。

各オシレーターには "Phase" ノブとセレクターボタンがあります。"Phase" ノブは位相のオフセット量を調節するのに使用し、セ
レクターは 3 つのモードを選択します：

･ 波形を乗算 (x)　

･ 波形を減算 (–)

･ フェイズオフセットモジュレーションを行わない (o)

|パラメーター |説明
Noise Decay

（ノイズのディケイ）
これはノートがプレイされた時にノイズが消えるのにどれくらい時間がかかるかをコントロールします。
これはアンプエンベロープのディケイパラメーター。からは独立していて、サウンドの始まりでノイズの
短いバースト音を加えることができます。つまりノイズと共にオシレーターを使用したピッチのあるサウ
ンドです。

Noise Color
（ノイズのカラー）

このパラメーターでノイズの特徴を変化させます。ノブが時計回りいっぱいまで回っていると、ホワイト
ノイズ（すべての周波数が等しく出力されます）が出力されます。ノブを反対に回すと、徐々に暗いサウ
ンドのノイズを生成し、最後まで回すとノイズは地震のような低い周波数になります。

Level
（ノイズのレベル）

ノイズジェネレーターのレベルをコントロールします。
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フェイズオフセットモジュレーションがオンになっていると、オシレーターは同じ形の第 2 の波形を作成し、"Phase（フェーズ）" ノ
ブで設定した量に応じて相殺します。選択されたモードに依って、Subtractor は 2 つの波形同士を乗算または減算します。結果として
生じる波形は次のイラストのようになります。

･ 例 1 では、2つのノコギリ波がわずかに隔たって見えます。

･ 例 2では片方のわずかに隔たったノコギリ波がもう片方から減算されて、パルス波を生成しています。フェイズオフセットのパラ
メーターを（例えば、LFO で）調節すると、その結果はパルスウィズモジュレーション (PWM) になります。

･ 例 3では隔たった波形同士が乗算した結果を示しています。イラストに描いてある通り（また、実際に聞いてみる通り）波形を乗
算すると非常にドラマティックな、また予期せぬ結果になります。

フェイズオフセットモジュレーションを使用することは非常にリッチで多彩な音色を作成することになります、特に LFO またはエン
ベロープを使ってフェイズオフセットをモジュレーションすると、その結果が顕著です。

q この概念を実際に体験するには、フェイズオフセットモジュレーションを使用したパッチを選択して、フェイズオフセットのパラ
メーターを動かして何が起こるか理解することです。オシレーターシンクの例としては Factory Soundbank の "Polysynth" カテゴ
リーにある "SyncedUp" を、また PWMの例としては "Pads" カテゴリー内の "Sweeping Strings" が上げられます。

! フェイズオフセットで波形を減算するモード (" － ") をオンにして "Phase" ノブを "0" にすると、オフセットした波形は元の波形を
完全にキャンセルしてしまいます、またオシレーターの出力もなくなります。"Phase" ノブをゼロ以上にすると、サウンドが出力
されます。

1. 2 つの並置した波形

2. 減算の結果

3. 乗算の結果

Ampl.

Ampl.

Ampl.

t.

t.

t.
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フリケンシーモジュレーション（FM）

フリケンシーモジュレーション（FM）とはシンセサイザー用語で、あるオシレーター（キャリアー）の周波数が、もう一つのオシ
レーター（モジュレーター）の周波数によってモジュレーションされる時のことを言います。FM を使用すると、様々な調和倍音と非
調和倍音を含んだサウンドを作成することができます。Subtractor では、"Osc 1" がキャリアーで "Osc 2" はモジュレーターになりま
す。FM が作成できるいくつかの効果を試すには、次のように行ってください：

1. " 編集 " メニューから "パッチを初期化する "を選んでパッチをイニシャライズします。
2. "Osc 2" をオンにします。

FM を生じさせるためにはキャリアーとモジュレーターが必要なので、まず "Osc 2" をオンにしなければ "FM" ノブを回しても効果
は得られません。古典的な FM サウンドにするには、オシレーター 1 にはサイン波を、オシレーター 2 には三角波を使用します。

3. "FM" ノブを使って、FMの量を約 "50" の値に設定します。
聞こえてくる通り、音色が変わりました、しかし効果はまだあまりありません。

4. オシレーターの "Mix" ノブを左いっぱいまで回して "Osc 1" のサウンドだけが聞こえるようにします。
Osc の出力はミュートされた状態にも拘わらず、モジュレーター（Osc 2）は依然として Osc 1 に影響しています。

5. MIDI キーボードでノートを押さえながら、"Osc 2" の "Semi" パラメーターを "7" にして、"Osc 2" のもとのピッチから五度上に
チューニングします。
聞こえてくる通り、Osc 2 の周波数のセミトーンステップを変える毎に、音色は劇的に変化します。Osc 2 の周波数を特定の音楽的
な間隔（つまり四度、五度またはオクターブのセミトーンステップ）にセットすると、ハーモニックや、チューブディストーショ
ンのようなリッチな音色が得られます。Osc 2 の周波数を非音楽的な間隔にすると、通常は複雑な、倍音を多く含んだ音色になりま
す。

q フェイズオフセットモジュレーションや波形の変換などのような、異なったオシレーターのパラメーターを実験して、それらがフ
リケンシーモジュレーション（FM）のサウンドにどう影響するか聞いてみてください。

ノイズジェネレーターをモジュレーターのソースとして使用する
前述の通り、ノイズジェネレーターは Osc 2 の出力と内部で接続しているので、Osc 2 をオフにして FM を使用している間ノイズジェ
ネレーターをオンにすると、ノイズは Osc 1 をモジュレーションするのに使用されます。

q ノイズジェネレーターのデフォルトの設定では、カラードノイズのようなサウンドになります。しかしノイズジェネレーターの
ディケイパラメーターを変える（下げる）と、ノイズはサウンドのアタック部のみモジュレーションするので、より興味深い結果
になります。また、ノイズとOsc 2 との組み合わせを使用することも可能です。
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リングモジュレーション

リングモジュレーターは基本的に 2 つのオーディオシグナルを掛け合わせるものです。リングモジュレーションされた出力は　2 つの
シグナルの合計、及び差によって生成された周波数を含んでいます。Subtractor のリングモジュレーターでは、Osc 1 は Osc 2 と掛け
合わされて、合計したまたは差分の周波数を生成します。リングモジュレーションは複雑で倍音豊かな、ベルのようなサウンドを作成
するのに使用します。

1. " 編集 " メニューから "パッチを初期化する "を選んでパッチをイニシャライズします。
現在のセッティングを消したくない場合はイニシャライズする前に保存します。

2. オシレーターセクションの右下角にある "Ring Mod（リングモジュレーション）"ボタンを押してリングモジュレーションをオンに
します。

3. "Osc 2" をオンにします。
リングモジュレーションを起こす前に "Osc 2" をオンにする必要があります。

4. "Mix（OSC ミックス）"ノブを右いっぱいまで回して、Osc 2 のサウンドのみが聞こえるようにします。
Osc 2 はリングモジュレーションされて出力されます。

5. ノートを演奏しながらセミトーンのスピンコントロールでどちらかのオシレーターの周波数を変えると、音色が劇的に変化するの
がわかります。
両方のオシレーターが同じ周波数にチュｰニングされていて、かつ OSC1 または OSC ２の周波数にモジュレーションが摘要されて
いない場合、リングモジュレーターはあまり効果を発揮しません。OSC1 と OSC2 の周波数が異なってこそ「本物」のリングモジュ
レーションサウンドが得られます。
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フィルターセクション

サブトラクティブシンセシスでは、フィルターはサウンドの音色全体を形成するのに最も重要なツールです。Subtractor のフィルター
セクションには 2 つのフィルターがあります。最初のフィルターは 5 種類のフィルターを備えたマルチモードフィルターで、2 つ目は
ローパスフィルターです。この 2 つのフィルターを組み合わせて非常に複雑なフィルターエフェクトを作成することができます。

フィルター 1タイプ
マルチセレクターでフィルター 1 を 5 種類の異なったフィルターの内 1 つを動作するようセットすることができます。以下のページで
は 5 種類のフィルターを図解して説明します：

･ 24 db Lowpass ("LP 24")
ローパスフィルターは低い周波数を通し、高い周波数をカットオフします。このフィルターの種類は、かなり急なロールオフカー
ブ（24dB/Octave）を持っています。多くのクラシックシンセサイザー（Minimoog や Prophet 5 など）が、このフィルターを使用
しています。
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･ 12 db Lowpass ("LP 12")
この種類のローパスフィルターは、より多くのクラシックシンセサイザー（Oberheim や初期の Korg のシンセなど）で使用されて
います。これはより緩やかなスロープ（12 dB / Octave）を持ち、フィルターをかけられたサウンドは、"LP 24" と比較してより多
くの倍音が含まれます。

･ Bandpass ("BP 12")
バンドパスフィルターは中域の周波数は通しつつ、高低域の周波数をカットします。この種類のフィルターは各スロープに 12dB / 
Octave のロールオフを持っています。

なだらかな方の曲線はバンドパスフィルターのロールオフカーブを示し、もち上がった方の曲線はレゾナンスパラメーターが上げられたときのフィル
ターの特性を示しています
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･ High-Pass ("HP 12")
ハイパスフィルターはローパスフィルターの反対で、高い周波数を通し、低い周波数をカットオフします。HP フィルターのスロー
プは 12dB / Octave のロールオフです。

･ Notch
ノッチフィルター（またはバンドリジェクトフィルター）はバンドパスフィルターの正反対と言えるでしょう。高低域の周波数を
通し、狭い中域の周波数帯をカットオフします。ノッチフィルターはほとんどの周波数を通してしまうので、実際に音色を劇的に
変化させるというわけではありません。しかしながら、ノッチフィルターとローパスフィルター（フィルター 2 を使用 - 「フィル
ター 2」をご参照ください。）を組み合わせることで、より音楽的に有効なフィルター特性を得ることができます。このようなフィ
ルターの組み合わせはクリアなサウンドを保ちつつ優しい音色を作成することができます。レゾナンスの設定（「レゾナンス」をご
参照ください）。を低くするとエフェクトが特に目立って聞こえます。
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フィルター１フリケンシー
フィルターフリケンシーパラメーター（しばしば " カットオフ " と称されます）は、フィルターがどの周波数域で動作するかを決定し
ます。ローパスフィルターでは、フリケンシーパラメーターではフィルターの制御を " 開く " また " 閉じる " と表します。フィルター
フリケンシーがゼロに設定されていると、聞こえないか、または最も低い周波数のみが聞こえるようになります、最大にセットされて
いると、波形内のすべての周波数が聞こえるようになります。フィルターフリケンシーを徐々に動かすことでクラシックシンセサイ
ザーのスイープサウンドを再現します。

! フィルターフリケンシーパラメーターは通常フィルターエンベロープ（「フィルターエンベロープ」をご参照ください）を使って同
様にコントロールされます。従って、"Freq" スライダでフィルターフリケンシーを変化させても期待する結果にならないかも知れ
ません。

レゾナンス
フィルターレゾナンスパラメーターは、フィルターの特徴、または質を設定するのに使用します。ローパスフィルターでは、"Res" の
値を上げるとフィルターフリケンシーでセットした周辺の周波数を強調します。これは一般に細い、しかし鋭い " スイープ " と言われ
るフィルターフリケンシーのサウンドを作成します。レゾナンス値が高くなるに従って、サウンドのレゾナンス（反響）は高くなり、
口笛を吹いているような、あるいはベルが鳴っているようなサウンドになります。"Res" パラメーターを高い値に設定して、フィル
ターフリケンシーを変更すると、特定の周波数において非常に明白なスイープを作成します。

･ ハイパスフィルターでは、"Res"パラメーターはローパスフィルターと同じように動作します。

･ バンドパスフィルターまたはノッチフィルターでは、レゾナンス設定はバンドの幅を調節します。レゾナンスを上げると、通過す
る（バンドパス）またはカットされる（ノッチ）周波数帯は狭くなります。一般的にノッチフィルターはレゾナンス設定を低くし
たほうが音楽に適したサウンドになります。

フィルターキーボードトラック（"Kbd"）
フィルタキーボードトラックがオンのとき、より高いノートを弾くほど、フィルターフリケンシーが上がります。ローパスフィルター
のフリケンシーが一定（"Kbd" の設定が "0"）のとき、より高いノートを弾くほど、サウンドの高域成分が失われます。これはサウン
ドの倍音が次第にカットされるからで、フィルタキーボードトラックを調整することで補正されます。
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フィルター 2
Subtractor の非常に有効で珍しい特徴は、もう 1 つある 12db / Oct のローパスフィルターの存在です。2 つのフィルターを同時に使う
ことで、フォルマントエフェクトのような 1 つのフィルターでは作れない多くの面白いフィルター特性をつくり出すことができます。

フィルターの種類が固定されていることとフィルターキーボードトラッキングを装備していないこと以外は、パラメーターはフィル
ター 1 と同じです。

D フィルター 2をオンにするには、フィルター 2セクションの上部にあるボタンをクリックします。
フィルター 1 とフィルター 2 は並行に接続しています。これは、フィルター 1 の出力はフィルター 2 にルーティングされています
が、両方のフィルターは独立して機能していることを意味します。例えば、フィルター 1 が大部分の周波数をカットオフしてしま
うとフィルター 2 が機能する周波数はほとんど残されません。似たように、フィルター 2 がフィルターフリケンシーの設定をゼロ
にすると、フィルター 1 の設定に関係なくすべての周波数はカットオフされてしまいます。

q "Singing Synth" パッチ（Factory Sound Bank の "Monosynth" カテゴリー）の例で、どのように二つのフィルターが使用されるか試
してみてください。

フィルターリンク

フィルター 1 とフィルター 2 の "Link" がオンになっていると、フィルター 1 の周波数がフィルター 2 のオフセットをコントロールし
ます。つまり、フィルター 1 と 2 で異なったフィルターフリケンシーの値をセットしている場合、フィルター 1 のフリケンシーはフィ
ルター 2 のフリケンシーも変化させてしまいます、しかし相対的なオフセットは保たれています。

q "Fozzy Fonk" パッチ（Factory Sound Bank の "Polysynth" カテゴリー）の例で、どのようにリンクしたフィルターが使用されるか試
してみてください。

! フィルターモジュレーションが使用されていない状態でフィルターがリンクしている場合、フィルター 2のフリケンシーをゼロに
下げると両方のフィルターを同じフリケンシーに設定してしまいます。高い "Res" の設定が組み合わされると、歪みを引き起こす
非常に大きい音量になってしまいますので、ご注意ください！
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エンベロープ - 全般
エンベロープジェネレーターはピッチ、ボリューム、フィルターフリケンシーなどといった、アナログシンセサイザーにおけるいくつ
かの重要なサウンドパラメーターをコントロールするために使用されます。エンベロープはノートがオンになってからリリースされる
までの間、これらのパラメーターがどのように反応するかを制御します。

標準のシンセサイザーのエンベロープジェネレーターはアタック（Attack）、ディケイ（Decay）、サステイン（Sustain）、リリース
（Release）（ADSR）の 4 つのパラメーターを持っています。

Subtractor 内にはそれぞれボリューム、フィルター 1 のフリケンシー、選択可能なモジュレーションデスティネーションを持つモジュ
レーションエンベロープの 3 つのエンベロープがあります。

アタック
キーボードでノートを弾くと、エンベロープがトリガーされます。これは、ゼロから最大値まで上がり始めることを意味します。ア
タックの設定によって最大値までどのくらい時間がかかるかが決まります。アタックが "0" になっていると、最大値へ即座に達しま
す。この値が大きいと、最大値まで達するまでに時間がかかるようになります。

例えば、アタックの値が大きくてエンベロープがフィルターフリケンシーをコントロールしている場合、フィルターフリケンシーは鍵
盤が押されるたびに徐々に上がる「オートワウ」のような効果になります。

ディケイ
最大値まで達した後、その値は下がり始めます。どれくらい時間がかかるかはディケイパラメーターによって決まります。

例えば、ピアノのボリュームエンベロープに似せて機能させたい場合は、アタックを "0" にセットしてディケイパラメーターを中間の
値に設定します、すると鍵盤を押したままにしてもボリュームは徐々に減衰し、最後はなくなります。ディケイの落下地点をゼロ以上
の値にする場合は、サステインパラメーターを使用することになります。

サステイン
サステインパラメーターはディケイの後、エンベロープが静止するレベルを決定します。サステインを最大のレベルに設定すると、ボ
リュームが減衰しなくなるのでディケイの設定は重要でなくなります。

オルガンのボリュームエンベロープに似せて機能させたい場合は、サステインパラメーターを最大のレベルに設定する必要がありま
す。基本的なオルガンのボリュームエンベロープは最大のレベルまで上がって（アタック "0"）、最大値で止まり（ディケイ "0"）、鍵盤
を放すとサウンドは即座に止まります（リリース "0"）。

Attack
(time)

Decay
(time)

Sustain
(level)

Release
(time)

Key Down Key Up

Level

Time
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しかし、多くの場合ディケイとサステインの組み合わせは　最大値まで上がって、それから徐々にゼロから最大値の中間のどこかのレ
ベルに減衰して静止するエンベロープを生成するのに使用されます。他のエンベロープが時間を表しているのに対して、サステインは
レベルを表している点にご注意ください。

リリース
最後はリリースパラメーターです。このパラメーターは鍵盤を放してから値がゼロに戻るまでの時間を決定すること以外はディケイパ
ラメーターによく似た機能です。

アンプエンベロープ

アンプエンベロープは鍵盤を押してから放すまでの間、サウンドのボリュームがどのように変化するのかを調節するのに使用します。
ボリュームエンベロープを設定すると、サウンドの基本的な形はアタック ("A")、ディケイ ("D")、サステイン ("S")、リリース ("R") の 4
つのアンプエンベロープによって決まります。これはサウンドの基本的な特徴（柔らかい、長い、短いなど）に左右します。

フィルターエンベロープ

フィルターエンベロープは、フィルター 1 のフリケンシーパラメーターに影響します。フィルターエンベロープを設定すると、アタッ
ク ("A")、ディケイ ("D")、サステイン ("S")、リリース ("R") の 4 つのエンベロープパラメーターでフィルターフリケンシーがどのように
変化するかをコントロールします。

フィルターエンベロープアマウント（Amt）
このパラメーターはどの程度フィルターがフィルターエンベロープによって影響されるかを決定します。この "Amt" ノブの値を上げる
と、サウンドはより激しい影響を受けます。エンベロープアマウントパラメーターと設定されたフィルターフリケンシーは関連してい
ます。フィルターの "Freq" スライダが中央のあたりに設定されていると、鍵盤を押している間はフィルターが半ば開いていることを
意味します。そして、この地点から設定されたフィルターエンベロープが更に開きます。フィルターエンベロープアマウントの設定は
どの距離でフィルターが開くかに影響します。
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フィルターエンベロープインバート

このボタンをオンにすると、エンベロープは逆になります。例えば、通常ディケイパラメーターはフィルターフリケンシーを下げます
が、インバートをオンにした場合はその代わりに同じ量でフィルターフリケンシーが上がります。

モジュレーションエンベロープ

モジュレーションエンベロープは多くのパラメーターまたはデスティネーションの中から 1 つを選択することができます。モジュレー
ションエンベロープを設定すると、選択されたデスティネーションのパラメーターがアタック ("A")、ディケイ ("D")、サステイン ("S")、
リリース ("R") の 4 つのエンベロープパラメーター間でどのように変化するかをコントロールします。

モジュレーションエンベロープで使用できるデスティネーションは以下の通りです：

|デスティネーション |説明
Osc 1 選択すると、モジュレーションエンベロープが Osc 1 のピッチ（周波数）をコントロールします。

Osc 2 上記と同じですが、Osc 2 用です。

Osc Mix 選択すると、モジュレーションエンベロープがオシレーターの "Mix" パラメーターをコントロールします。両方
のオシレーターがオンになっていないと、何の効果も起こりません。

FM FM アマウントパラメーターをコントロールします。これも両方のオシレーターがオンになっていないと、何の
効果も起こりません。

Phase Osc 1 と 2 両方のフェイズオフセットパラメーターをコントロールします。フェイズオフセットモジュレーショ
ン（乗算もしくは減算）がオンになっていないと、何の効果も起こりません。

Freq 2 モジュレーションエンベロープがフィルター 2 のフリケンシーパラメーターをコントロールします。
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LFO セクション

LFO とは Low Frequency Oscillator の略で、ある意味で波形と周波数を生み出すオシレーターです。しかしながら、オシレーターを生
成している通常のサウンドと比較して 2 つの重要な違いがあります：

･ LFO は低い周波数の波形のみ生成します。

･ 2つの LFO のアウトプットは、決して実際に聞かれることはありません。その代わり、これらは様々はパラメーターを調整するの
に使用されます。

LFO の最も典型的な応用は、（サウンドを生成する）オシレーターあるいはサンプルのピッチを調整してビブラート効果を生むことで
す。Subtractor は 2 つの LFO を装備しています。パラメーターとモジュレーションのデスティネーションは LFO 1 と LFO 2 との間で
幾分異なります。

LFO 1 パラメーター

波形
LFO 1 ではパラメーターをモジュレーションするのに異なった波形を選択することができます：

デスティネーション
LFO 1 で使用可能なデスティネーションは以下の通りです：

|波形 |説明
Triangle 通常のビブラートに適したなめらかな波形です。

Inverted Sawtooth 上に傾いたサイクルです。オシレーターの周波数に使用すると、ピッチが設定したポイント（"AMOUNT" の設定に
よって制御）まで上がっていき、その直後にサイクルが再び始まります。

Sawtooth 上の説明の反対に " 下に傾いたサイクルを起こします。

Square トリルなどに使用できる 2 つの値の間で急に変化する周波を生み出します。

Random ランダム波形を作成します。ビンテージアナログシンセの中にはこの特徴を『サンプル＆ホールド』と呼ぶものもあり
ます。

Soft Random 上記と同じですが、なめらかなモジュレーションです。

|デスティネーション |説明
Osc 1&2 LFO 1 が Osc 1 と Osc2 のピッチ（周波数）をコントロールします。

Osc 2 上記と同じですが、Osc 2 用です。

Filter Freq LFO 1 がフィルター 1（リンクしている場合フィルター 2 も）のフィルターフリケンシーをコントロールします。

FM LFO 1 が FM アマウントパラメーターをコントロールします。両方のオシレーターがオンになっていないとエフェクト
は起こりません。

Phase LFO 1 が Osc 1 と 2 両方のフェイズオフセットパラメーターをコントロールします。フェイズオフセットモジュレー
ション（乗算もしくは減算）がオンになっていないと、何のエフェクトも起こりません。

Osc Mix LFO 1 がオシレーターの "Mix" パラメーターをコントロールします。
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シンク
このボタンをクリックして LFO シンクを有効 / 無効にします。LFO は楽曲のテンポに対し 16 種類の分解能で同期します。シンクが有
効な間、レートノブは分解能の設定に使用されます。

ノブを回して分解能の設定する際ツールティップをチェックしてください。

レート
"Rate" ノブは LFO のフリケンシーをコントロールします。時計回りに回すとモジュレーションが速くなります。

アマウント
このパラメーターはどの程度選択されたパラメーターのデスティネーションが LFO 1 によって影響されるかを決定します。このノブを
上げるとより激しい効果を生みます。

LFO 2 パラメーター
LFO 2 はポリフォニックです。これは、ノート毎に LFO 1 が常に同じ「サイクル」を使用してデスティネーションのパラメーターをモ
ジュレートしているのに対して、LFO 2 は独立した LFO のサイクルを各ノートごとに対し発生させることができます。これらの独立し
た LFO サイクルは、お互いに影響しあうクロスモジュレーション効果を得るために使用されます。また、このサイクルは LFO 2 が
キーボード全体に渡って変化するモジュレーションレートを作り出すことにも使用されます（下記 ”Keyboard Tracking” パラメーター
参照）。 

デスティネーション
LFO 2 で使用可能なデスティネーションは以下の通りです：

LFO 2 ディレイ
このパラメーターはノートがオンになってから LFO のモジュレーションが発生するまでの間のディレイを設定するのに使用します。
例えば、Osc 1 と 2 がデスティネーションのパラメーターとして選択されて、ディレイが中位の値に設定されている場合、サウンドは
モジュレーションされない状態で始まって、ノートを十分に押さえていればビブラートが次第に発生します。ディレイ　LFO モジュ
レーションは、特にバイオリンやフルートのような楽器を演奏する場合に非常に有効です。もちろん、LFO 2　ディレイはより極端な
モジュレーション効果を持ったサウンドに使用できます。

|デスティネーション |説明
Osc 1&2 LFO 2 が Osc 1 と Osc 2 のピッチ（周波数）をモジュレーションします。

Phase LFO 2 が Osc 1 と 2 両方のフェイズオフセットパラメーターをモジュレーションします。フェイズオフセット
モジュレーション（乗算もしくは減算）がオンになっていないと、何の効果も起こりません。 

Filter Freq 2 LFO 2 がフィルター 2 のフィルターフリケンシーをモジュレーションします。

Amp LFO 2 がトレモロ効果を起こすために全体のボリュームをモジュレーションします。
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LFO 2 キーボードトラッキング
LFO キーボードトラッキングがオンになっている場合、LFO のレートはキーボードで高いノートを弾くほど上がっていきます。この値
を上げると、より激しい効果が得られます。

q LFO がフェイズオフセットをモジュレーションするのに設定されている場合、LFOキーボードトラッキングは良い結果を得ることが
できます。例えば、シンセストリングスパッドやその他の PWM（「フェイズオフセットモジュレーション」をご参照ください）を
使用するサウンドはこの恩恵を受けることができます。

レート
"Rate" ノブは LFO のフリケンシーをコントロールします。時計回りに回すとモジュレーションレートが速くなります。

アマウント
このパラメーターはどの程度選択されたパラメーターのデスティネーションが LFO 2 によって影響されるかを決定します。このノブを
上げるとより激しい効果を生みます。

プレイパラメーター
ベロシティーコントロール

ベロシティーはキーボードのノートをどれがけ強くまたは弱く弾いたかによって、様々なパラメーターをコントロールするために使用
されます。ベロシティーの一般的な使用は、鍵盤を強く弾いたときにサウンドを明るく、大きくすることです。Subtractor は非常に幅
広いベロシティーモジュレーションを特徴としています。このセクションのノブを使用することで、それぞれのパラメーターがベロシ
ティーによってどれだけ影響されるかをコントロールできます。ベロシティーセンシティビティアマウントはプラスもしくはマイナス
値に設定可能で、中央のポジションはベロシティーコントロールを行わないことを表します。
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次のようなパラメーターをベロシティーコントロールすることができます：

ピッチベンドホイールとモジュレーションホイール

ピッチベンドホイールは、ギターの弦をチョーキングするようにノートを " 曲げる " のに使用します。モジュレーションホイールは、
プレイ中に様々なモジュレーションを適用するのに使用します。実質的に、すべてのキーボードにはピッチベンドとモジュレーション
のコントロールがあります。Subtractor にもリアルタイムにモジュレーションとピッチベンドを使用することができる 2 つのホイール
があり、キーボードにコントローラーが付いていなくても、あるいはキーボード自体が無くてもそれは可能です。2 つのホイールは
MIDI キーボードコントローラーの動きを反映します。

ピッチベンドレンジ
"RANGE" パラメーターはホイールが上または下に完全に回された時のピッチベンドの量を設定します。最大の幅は "24"（上下 2 オク
ターブずつ）です。

|デスティネーション |説明
Amp サウンドの全体のボリュームをベロシティーコントロールします。プラス値になっている場合、鍵盤を強く弾

くとボリュームが大きくなり、マイナス値だと逆になります、つまり、強く弾くとボリュームが小さくなり、
弱く弾くと大きくなります。ゼロに設定されていると、サウンドはベロシティーの強さに関係なく一定のボ
リュームで再生されます。

FM FM アマウントパラメーターをベロシティーコントロールします。プラス値では強く弾くほど FM アマウントを
増大します。マイナス値は逆に作用します。

M. Env モジュレーションエンベロープのアマウントパラメーターをベロシティーコントロールします。プラス値では
強く弾くほどエンベロープのアマウントを増大し、マイナス値は逆に作用します。

Phase フェイズオフセットのパラメーターをベロシティーコントロールします。これは Osc 1 と 2 の両方に使用しま
すが、相対的なオフセットの値は保たれます。プラス値では、強く弾くほどフェイズオフセットを増大し、マ
イナス値では逆に作用します。

Freq 2 フィルター 2 のフリケンシーパラメーターをベロシティーコントロールします。プラス値では、強く弾くほど
フィルターフリケンシーを増大し、マイナス値では逆に作用します。

F. Env フィルターエンベロープアマウントのパラメーターをベロシティーコントロールします。プラス値になってい
ると、強く弾くほどエンベロープアマウントを増大します。マイナス値は逆に作用します。

F. Dec フィルターエンベロープのディケイパラメーターをベロシティーコントロールします。プラス値になっている
と、強く弾くほどディケイタイムが長くなります。マイナス値では逆に作用します。

Osc Mix オシレーターの "Mix" パラメーターをベロシティーコントロールします。プラス値では、強く弾くほど "Mix" パ
ラメーターの Osc 2 側のレベルが上がります。マイナス値は逆に作用します。

A. Attack アンプエンベロープのアタックパラメーターをベロシティーコントロールします。プラス値になっていると、
強く弾くほどアタックタイムが長くなります。マイナス値では逆に作用します。
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モジュレーションホイール
モジュレーションホイールには、同時に多くのパラメーターをセットすることが可能です。ちょうどベロシティーコントロールセク
ションのように、値をプラスまたはマイナスにセットします。モジュレーションホイールで次のパラメーターを操作することができま
す：

レガート
レガートはモノフォニック（単音）のサウンドに最も有効です。"Polyphony（同時発音数）"( 下記をご参照ください ) を "1" にして、
次のことを試してみてください：

D ある鍵盤を押したまま、それを放さずに他の鍵盤を押します。
ピッチは変化しますが、エンベロープが再び始まっていないことがおわかり頂けます。すなわち、新しい " アタック " がないので
す。

D Polyphony が 2 ボイス以上にセットされていると、レガートは割り当てられたボイスがすべて使い果たされた時のみに作用します。
例えば、"Polyphony" を "4" にセットして、4 ノートのコードを押したままの場合、次に弾くノートはレガートします。しかし、割
り当てられたすべてノートは使い果たされているので、このレガートは 4 ノートのコードの中から 1 ボイスを奪ってしまいます。

リトリグ（RETRIG）
これはポリフォニックのパッチにとっては " 通常の " 設定です。つまり、前の鍵盤を放さずに次の鍵盤を押した場合、エンベロープは
すべての鍵盤を放して新しい鍵盤を弾いたかのように再びトリガーされます。モノフォニックモードでは、リトリグは追加機能なので
す；ある鍵盤を押して、そのまま動かさずに、新しい鍵盤を押してそれを放すと、最初の鍵盤は再びトリガーされます。

ポルタメント（タイム）
ポルタメントは、ピッチを即座に変化させる代わりにノート間でピッチが " 滑る " ことです。"Portamento" ノブは、あるピッチから次
のピッチに滑って移動するまでにどれくらい時間がかかるかを設定するのに使用します。ポルタメントをさせたくない場合は、このノ
ブをゼロに設定します。

|パラメーター |説明
F. Freq フィルター 1 のフリケンシーパラメーターをモジュレーションホイールでコントロールします。プラス値にす

ると、ホイールを前に押した時にフリケンシーを高くします。マイナス値は逆に作用します。

F. Res フィルター 1 のレゾナンスパラメーターをモジュレーションホイールでコントロールします。プラス値にする
と、ホイールを前に押した時にレゾナンスを増加します。マイナス値は逆に作用します。

LFO 1 LFO 1 アマウントのパラメーターをモジュレーションホイールでコントロールします。プラス値にすると、ホ
イールを前に押した時にアマウントを増加します。マイナス値は逆に作用します。

Phase Osc 1 と 2 のフェイズオフセットのパラメーターをモジュレーションホイールでコントロールします。フェイ
ズオフセットモジュレーション（乗算もしくは減算）がオンになっていないと、何の効果も起こりません。 

FM これは FM アマウントパラメーターをモジュレーションホイールでコントロールします。プラス値にすると、
ホイールを前に押した時に FM アマウントを増加します。マイナス値は逆に作用します。両方のオシレーター
がオンになっていないと何の効果も生じません。
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同時発音数の設定 - Polyphony

これはポリフォニー、すなわちパッチが同時に再生することができるボイス数を決定します。これはパッチをモノフォニック（"1" の
設定）にする、またはパッチで利用可能なボイス数を増やすことに使用します。1 パッチに設定できるボイスの最大数は 99 音です。
より多くのボイス数が必要な場合は、常に追加の Subtractor を作成可能です！

! ポリフォニーの設定はボイスの使用可能総数に影響がないことを憶えておいてください。例えば、10ボイスにポリフォニーが設定
されているにもかかわらず実際は 4ボイスしか使われないパッチがあった場合でも 6ボイス分無駄になっているわけではありませ
ん。言い換えると、CPU消費量を抑える手段としてあなたはポリフォニー設定特にこだわる必要はないのです。実際に使用されて
いるボイス数が CPU の消費量に影響します。

ローバンドウィズボタンについて
これは CPU パワーを節約するのに使用します。オンになっていると、この機能はサウンドから高い周波数の容量を削除します、しか
し多くの場合（特にベースサウンドには）高い周波数が無くなったことを誰も気付くことはありません。

エクスターナルモジュレーション

Subtractor は一般の MIDI メッセージを受信し、これらを様々なパラメーターにルーティングすることができます。次のような MIDI
メッセージを受信することができます：

･ アフタータッチ（チャンネルプレッシャー）

･ エクスプレッションペダル

･ ブレスコントロール

MIDI キーボードがアフタータッチメッセージを送信することができる場合、もしくはエクスプレッションペダルやブレスコントロー
ラーを持っている場合は、それらを使ってパラメーターを調整することができます。"Ext. Mod" セレクタースイッチはこれらのどの種
類のメッセージを受信するかを決定します。

これらのメッセージは次のようなパラメーターをコントロールするのに割り当てられます：

|デスティネーション |説明
F. Freq フィルター 1 のフリケンシーのパラメーターの外部モジュレーションコントロールを設定します。プラス値

の場合、外部モジュレーションの値が高くなるとフリケンシーが高くなります。マイナス値は逆に作用しま
す。

LFO 1 LFO 1 アマウントパラメーターの外部モジュレーションコントロールを設定します。プラス値の場合、外部モ
ジュレーションの値が高くなると LFO 1 のアマウントが大きくなります。マイナス値は逆に作用します。
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接続

Subtractor を裏返すと多くのコネクターが現れます、その殆どが CV / Gate 関連のものです。CV / Gate の使用は、「オーディオと CV の
ルーティング」の章で説明されています。

Audio Output（オーディオ出力）
これは Subtractor のメインオーディオ出力です。新しい Subtractor デバイスを作成すると、この出力はオーディオミキサーの接続可
能な最初のチャンネルに自動ルーティングされます。

Sequencer Control（シーケンサーコントロール）
"Sequencer Control" の CV と Gate のインプットを使うと Subtractor を他の CV / Gate デバイス（概して Matrix または Redrum）から
演奏できるようになります。"CV" インプットへのシグナルはノートピッチをコントロールし、"Gate" インプットへのシグナルはノー
トオン / オフとベロシティーを発信します。

! Sequencer Control インプットとモノフォニックのサウンドを使用すると良好な結果が得られます。

Amp サウンドの全体的なボリュームの外部モジュレーションコントロールを設定します。プラス値の場合、外部
モジュレーションの値が高くなるとボリュームが大きくなります。マイナス値は逆に作用します。

FM FM アマウントパラメーターの外部モジュレーションコントロールを設定します。プラス値の場合、外部モ
ジュレーションの値が高くなると FM アマウントが増加します。マイナス値は逆に作用します。両方のオシ
レーターがオンになっていないと何の効果も生じません。

|デスティネーション |説明



SUBTRACTOR シンセサイザー512

Modulation Input（モジュレーション入力）
! たとえ同じ Subtractor デバイスに接続されていても、CVの接続は Subtractor のパッチには保存されません！

これらのコントロールボルテージ（CV）インプット（と関連するボルテージトリムポット）は、他のデバイス、または同じ
Subtractor デバイスの "Modulation Output" から様々な Subtractor のパラメーターを調整することができます。これらのインプットは
次のようなパラメーターをコントロール可能です：

･ オシレーターピッチ（Osc 1 と 2の両方）

･ オシレーターフェイズオフセット（Osc 1 と 2の両方）

･ FMアマウント

･ フィルター 1カットオフ

･ フィルター 1レゾナンス

･ フィルター 2カットオフ

･ アンプレベル

･ モジュレーションホイール

Modulation Output（モジュレーション出力）
モジュレーションアウトプットは他のデバイスを、また同じ Subtractor デバイス内の他のパラメーターをコントロールするのに使用
します。モジュレーションアウトプットは：

･ モジュレーションエンベロープ

･ フィルターエンベロープ

･ LFO 1

Gate Input（ゲート入力）
これらのインプットは CV 信号を受信してエンベロープをトリガーします。これらのインプットにルーティングすることで通常のエン
ベロープトリガーは無視されます。例えば、"LFO" output を "Gate Amp" Input にルーティングすると、"LFO" によって Amp Envelope
はコントロールされているので、Amp Envelope はノートを弾いてもトリガーされません。付け加えると、鍵盤がおさえられたままの
ノートのエンベロープを LFO がトリガーするのが聞こえるだけです。次のような Gate Input が選択できます：

･ アンプエンベロープ

･ フィルターエンベロープ

･ モジュレーションエンベロープ



第 28章
NN-XT サンプラー
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イントロダクション
特徴
NN-XT ではサンプルをロードし、キーボード上にマッピングしてマルチサンプルパッチを作成します。その後、幅広いシンセタイプパ
ラメーターで音を修正することができます。NN-XT には以下を含む高度な機能が備わっています：

D SoundFont のサポート
SoundFont バンクからサンプルやプリセットやロードし、使用することができます（「SoundFont をロードする」参照）。

D 8 ステレオアウトプット
異なるサンプルを異なるミキサーチャンネルへ接続して個別にエフェクト処理することを可能にします（「Out（出力先）」参照）。

D レイヤーサウンドを作成できます
いくつかのサンプルを同じキーボードレンジにマッピング可能です（「レイヤーサウンドを作成する」参照）。

D あるベロシティー以上でのみ発音されるサウンドやベロシティーで切り替わるキーマップ、ベロシティークロスフェードを作成で
きます

「ゾーンのベロシティーレンジを設定する」参照。

D キーマップはサンプル毎に独立したシンセパラメーターセッテイングを備えています
「シンセパラメーター」参照。

NN-XT でのサンプリング
すべてのサンプリング可能な Reason Essentials デバイス（NN-XT と Redrum）でサンプリングの操作法は共通しています。サンプリ
ングとサンプル編集操作法に関する詳細情報は「サンプリング」の章をご参照ください。

D 音をサンプルし、自動的にNN-XT デバイスに読み込むには、サンプルボタンをクリックします。

サンプリング機能の設定に関する詳細情報は「サンプリング」の章をご参照ください。
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パネル概要
NN-XT をラックに追加すると、初期状態ではメインパネルのみがあらわれます。

NN-XT メインパネル

メインパネルは完成したサンプルパッチを呼び出す場所です。また、「グローバルコントロール」も含まれます。これらは個々のキー
ゾーンではなくパッチ全体のサウンドをコントロールします。

リモートエデイター（Remote Editor）パネル
リモートエディターパネルの表示 / 非表示を切り替えるには、左下にある矢印をクリックします。

リモートエディターパネルは、個々のサンプルをロードしたり、キーマップを作成したり、シンセパラメーターによってサンプルのサ
ウンドを修正したりする場所です。

! NN-XT のメインパネルは他の Reason Essentials デバイスと同様に折りたたむことができます。メインパネルを折りたたむとリ
モートエディターパネルもその状態に関わらず折りたたまれることに注意してください。

この矢印を
クリックします。
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完成したパッチや REX ファイルをロードする
前述の通り、NN-XT は個々のサンプルと同様に完成したサンプルパッチもロードすることができます。

･ パッチは完全な "サウンドパッケージ "です。これには使用されるサンプルやキーゾーン、関連するパネルセッティング等の情報
が格納されています。サンプルのロードは、他の Reason Essentials デバイスと同様にメインパネルのパッチブラウザを用いて行い
ます。

メインパネルのパッチブラウザボタン

パッチのロード / セーブの仕方についての一般的な説明は 「パッチの選択」と「パッチの保存」をご参照ください。

･ 個別のサンプルをロードするには、同様の方法でリモートエディターパネルのサンプルブラウザで行います。サンプルをロードし
てキーボードレンジ上に配置し、希望通りにサウンドを設定したら、後ほどアクセスしやすいように設定をパッチとしてセーブす
ることができます。

リモートエディターのサンプルブラウザボタン

後ほど本章では、サンプルのロードに関して詳述しています。

NN-XT パッチをロードする
NN-XT パッチは NN-XT のために特別に作られたパッチです。Reason Essentials には大量の NN-XT パッチが付属します。これらのパッ
チは Factory Sound Bank の中に含まれています。NN-XT パッチには ".sxt" の拡張子がついています。

NN19 パッチをロードする
Reason Essentials には NN19 サンプラーデバイスはありませんが、NN19 パッチ（拡張子 ”.smp”）を NN-XT で開くことはできます。

SoundFont をロードする
SoundFont フォーマットは E-mu systems と Creative Technologies が共同開発したデータフォーマットで、ウェーブテーブルシンセ
サイズされたオーディオデータと、ウェーブテーブルシンセサイザー（主にサウンドデバイスに搭載されている）でどのように再生す
るかについての情報を格納しています。SoundFont フォーマットはオープンな規格なので、サードパーティーによってたくさんの
SoundFont バンクや SoundFont 互換バンクが開発されています。

SoundFont をロードするのは NN-XT パッチをロードするのと変わりません。NN-19 パッチの場合と同様、NN-XT が SoundFont の全
セッティングを NN-XT の最適なパラメーターに変換します。

SoundFont プリセットはパッチブラウザを、単体の SoundFont サンプルはサンプルブラウザを用いてロードします。
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REX ファイルをパッチとしてロードする
REX ファイルは ReCycle で作成されます。ReCycle は Propellerhead Software が開発したアプリケーションで、ミュージックルー
プをスライスして任意のテンポで再生するために使われます。REASON では最初 REX ファイルは Dr. Octo Rex ループプレーヤーで使わ
れていましたが、NN-XT でも使用できるようになりました。使用可能な拡張子は ".rx2"、".rcy"、".rex" です。

REX ファイルをロードすると、各スライスが鍵盤に一つずつ半音階で割り当てられます。全てのパラメーターはデフォルトのセッティ
ングになります。

Dr. Octo Rex ループプレーヤーで REX ファイルを使用するときには、元のループを再構築するためにスライスを再生するトラックを作
成できます。NN-XT で同じことを行うには、さらに 2 ～ 3 の手順が必要です。

1. パッチブラウザを用いて REX ファイルを NN-XT サンプラーにロードします。
2. Dr. Octo Rex ループプレーヤーを作成し、同じ REXファイルをループスロットにロードします。
3. Dr. Octo Rex の "Copy Loop To Track"（ループをトラックにコピー）機能を用いて、Dr. Octo Rex にアサインされたトラックに演奏
データ（グループ）を作成します。

4. 作成したグループをNN-XT を演奏するトラックに移動し、そのトラックから演奏します。
5. Dr. Octo Rex ループプレーヤーを削除します。
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メインパネルを使用する
メインパネル上の全てのコントロールはパッチ内全てのサンプルパラメーターに同じ量だけ作用します。

! メインパネル上のパラメーターの変化はオートメーションとして記録できますが、リモートエディターパネル（後述）上でのコン
トロールは記録できません。

ここでは、メインパネル上でのコントロールとパラメーターについて解説します。

ピッチベンドとモジュレーションホイール

ほとんどの MIDI キーボードはピッチベンドとモジュレーションホイールを装備しています。NN-XT は、入力されたピッチベンドやモ
ジュレーションメッセージが音にどのように影響するかをセッティングできます。また、NN-XT 上のホイールは MIDI キーボード上の
ホイールの動きを反映します。

もしお手持ちのキーボードにピッチベンドやモジュレーションホイールがなかったり、キーボードを全く使用してしないならば、NN-
XT 上の完全な機能を持った 2 つのホイール用いてリアルタイムにモジュレーションやピッチベンドをかけることができます。

･ ピッチベンドはギター等弦楽器のチョーキングのようにノートのピッチを上下にベンドする（曲げる）ために使用します。ピッチ
ベンドレンジはリモートエディターパネル上で設定します（「Pitch Bend Range」参照）。

･ モジュレーションホイールは演奏中の音にモジュレーションをかけるために使用します。これ以外にも多くのパラメーターをコン
トロールするために使用することができます（「Modulation（モジュレーション）コントロール」参照）。

エクスターナルコントロール

このセクションは 3 通りに使用されます：

外部ソースからMIDI コントローラーメッセージを受信する
NN-XT はコモン MIDI コントローラーメッセージを受信して、これらを様々なパラメーターにルーティングすることができます。
"Source（外部コントローラーソース）" スイッチを使用して受信するメッセージの種類を以下の中から選択します :

･ アフタータッチ（チャンネルプレッシャー）

･ エクスプレッションペダル
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･ ブレスコントロール

お手持ちの MIDI キーボードがアフタータッチを送信可能であるか、エクスプレッションペダルやブレスコントローラーが接続されて
いるなら、これらを使用して NN-XT のパラメーターをモジュレートすることができます。どのパラメーターをモジュレートするかは
リモートエディターパネル上で設定します（「Modulation（モジュレーション）コントロール」参照）。

ホイールを使用してMIDI コントローラーメッセージをレコーディングする。
エクスターナルコントロールセクションのホイールを使用して、3 つの MIDI コントローラーメッセージのいずれかもしくは全てを
Reason Essentials のシーケンサーにレコーディングすることができます。お手持ちの MIDI キーボードがアフタータッチを送信できな
かったり、エクスプレッションペダルやブレスコントローラーが接続されていない場合には、ホイールで代用することができます。

これはちょうど他のオートメーションレコーディングと同様に行われます（「パフォーマンスコントローラー オートメーションのレ
コーディング」参照）。

ハイクオリティーインターポレーション

このスイッチでハイクオリティーインターポレーションのオン / オフを切り替えます。スイッチがオンの場合、サンプルのピッチはよ
り高度な補完アルゴリズムを用いて計算されます。その結果、特に高周波数成分を多く含むサンプルでは音質が向上します。

･ ハイクオリティーインターポレーションはより多くのコンピュータパワーを使用しますので、必要としない場合にはオフにするの
も良いでしょう。音をミックスの中で聞いて、違いがあるか判断してください。

グローバルコントロール

メインパネルの右側にノブの列があります。これらのノブはリモートエディターパネルの様々なパラメーターの値を変化させます。ま
た、これらはロードされている全てのサンプルに作用します。従って、これらを用いてサウンド全体を素早く調節することができま
す。

ノブはバイポーラー型です。これはノブが中央にあるときにはパラメーターは変更されないことを意味します。ノブは右に回すと対応
する値が増加、左に回すと値が減少します。

繰り返しますが、これらのパラメーターの変化はオートメーションとしてレコーディングすることができます。これは他のオートメー
ションレコーディングと同様に行われます（「パラメーターオートメーションのレコーディング」参照）。

コントロールは左から順に次の通りです：
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フィルター
これら 2 つのノブはフィルター（「Filter（フィルター）セクション」参照）のパラメーターをコントロールします。これらが有効とな
るにはフィルターがオンである必要があります、ご注意ください。

･ フリケンシー
フィルターのカットオフ周波数を変更します。

･ レゾナンス
フィルターの特徴や音質を意味するレゾナンスパラメーターを変更します。

アンプエンベロープ
これら 3 つのノブはアンプリチュードエンベロープ（「Amp Envelope（アンプエンベロープ）」参照）を以下の方法でコントロールし
ます：

･ アタック
アンプリチュードエンベロープのアタック値を変更します。これは、キーボードの鍵盤を押してから音量が最大になるまでに要す
る時間を表します。

･ ディケイ
アンプリチュードエンベロープのディケイ値を変更します。ディケイは、音量が最大になった後に鍵盤を押したままの状態で音量
がサスティーンレベルまで戻るのに要する時間を決めます（「Amp Envelope（アンプエンベロープ）」参照）。

･ リリース
アンプリチュードエンベロープのリリース値を変更します。リリースはディケイと似ていますが、こちらは鍵盤を放してから音が
消えるまでに要する時間を決めます。

モッドエンベロープ
このノブはモジュレーションエンベロープ（「Mod Envelope（モジュレーションエンベロープ）」参照）のディケイ値をコントロー
ルします。
上記ディケイに関する説明もお読みください。

マスターボリューム
NN-XT のメインボリュームをコントロールします。ノブを右に回すとボリュームが増加します。
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リモートエディターパネル概要
リモートエディターパネルは NN-XT の主な操作が行われる場所です。ユーザーが独自のパッチを作るのならば特にそうです。リモー
トエディターの大部分はキーマップディスプレイとサンプルパラメーター、グループパラメーター、シンセパラメーター等の音色加工
時に使用する様々なパラメーターがそこに配置されています。そして、これは弊社が第一に注力した部分でもあります。

キーマップディスプレイ
キーマップディスプレイは異なる機能を持ったいくつかのエリアで構成されています。キーマップディスプレイを操作しやすいよう
に、いくつかのエリアを下に描写します。

インフォメーションエリア
現在選択されているサンプルについて次の情報を表示します：サンプルレート、モノ / ステレオ情報、ビット解像度、ファイルサイ
ズ。

サンプルエリア
各ゾーンのサンプルの名前を表示します。これらを上下にドラッグしてゾーンの順番を並びかえることもできます。

グループエリア
このエリアには何の情報も表示されません。しかし、ここをクリックすることで、そのグループに含まれる全てのゾーンを即座に選択
することができます。グループの作り方については「グループ化作業」をご参照ください。

キーボードエリア
キーレンジを設定するための指標であり、またそれとは別にルートキーを設定したりロードしたサンプルを試聴するのにも使用できま
す。詳細についてはそれぞれ「ルートキーについて」と「サンプルを試聴する」をご参照ください。

タブバーエリア
選択されているゾーンのキーレンジを表示します。キーレンジの境界線上にある " ハンドル " をクリックしてドラッグすることでキー
レンジの幅を変更できます。また、ハンドルの間をクリックすることで幅を変化させずにキーレンジを移動することができます。

キーレンジエリア
キーマップディスプレイの真中のエリアは、全てのゾーンとそれらの関係を視認できる場所です。上記のタブバーエリアと同様に、
ゾーンの移動や幅の変更も行うことができます。

インフォメー
ションエリア

サンプル
エリア

グループ
エリア

キーボードエリア タブバーエリア

キーレンジエリア

スクロールバー
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スクロールバー
通常のスクロールバーと同様の働きをする水平と垂直のスクロールバーです。キーマップディスプレイの情報が一画面に収まらないと
きには、スクロールバーを使用して隠れた部分を表示できます。矢印をクリックするかスクロールバーのハンドルをドラッグしてくだ
さい。

サンプルパラメーター

キーマップディスプレイの下のこのエリアは、個別のゾーン毎に設定可能な基本的なパラメーターを表示します。パラメーターには
ルートキー、プレイモード、アウトプット等があります。これらのパラメーターはキーマップディスプレイの下にあるノブで直接変更
できます。

グループパラメーター

リモートエディターパネルの左上のこれらのパラメーターは、グループごとに調整されます（グループに関する詳しい説明は「グルー
プパラメーター」をご参照ください）。これらの多くは演奏スタイルに関係するものです。
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シンセパラメーター

リモートエディターの大半のパラメーターは、フィルターやエンベロープシェイピング、モジュレーション（ビブラートやトレモロ）
などをかけてサンプルのサウンドを調整するために使用します。これらは一般的なシンセサイザーのものとほとんど同じであるので、

「シンセパラメーター」と呼んでいます。

サンプルとゾーンについて
キーマップディスプレイで行われる様々な操作に関する説明で用いられる用語をしっかりとご理解していただくためには、サンプルと
ゾーンの区別を明らかにしておくことが大切です：

･ 「サンプル」とは、NN-XT でロードおよび再生することのできる一つのオーディオのことです。

･ 「ゾーン」は、ロードされたサンプルの入れ物として表示されます。

ロードされたサンプルは全てキーマップディスプレイ内の " ゾーン " に配置されます。好きなようにゾーンを組替えたり、キーレンジ
やベロシティーレンジのセッテイングをゾーン毎に個別に作成したりできます。

言い換えれば、セッティングは実際にはゾーン上で行いますがゾーンに含まれるサンプルに作用するということです。それゆえに、あ
るゾーンのセッティングに関する記述は、そのゾーンに含まれるサンプルのセッティングと同じことを意味しています。

･ 二個以上のゾーンで同じサンプルを演奏することは可能ですが、パラメーターのセッティングが異なればそれらは完全に違うサウ
ンドとなります。

･ 空のゾーンを作成することは可能です。この場合いずれのサンプルも再生されません。
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選択とエディットフォーカスについて
リモートエディターでのほとんど全ての操作は、一つ以上の選択されたゾーンもしくはエディットフォーカスを持つゾーンで行われま
す。いくつかのゾーンを同時に選択することができますが、エディットフォーカスは同時に一つのゾーンしか持つことができません。

これは次の理由のため、重要です：

･ いくつかのゾーンに対してまとめて行うことができるエディット操作（削除等）は、選択されたゾーンすべてに作用します。

･ 一つのゾーンに対してのみ行うことができるエディット操作（"Lo key" の調整等）は、エディットフォーカスを持ったゾーンに作
用します。

･ フロントパネルにはエディットフォーカスを持ったゾーンのセッティングが表示されます。

いずれのゾーンも選択されていません

真ん中のゾーンが選択されていますが、エディットフォーカスは持っていません

真ん中のゾーンがエディットフォーカスを持っていますが、選択はされていません。境界線とキーレンジエリアの追加されたハンドルが太いことに注目
してください

真ん中のゾーンが選択され、エディットフォーカスを持っています

3 つのゾーン全てが選択されていますが、真ん中のゾーンのみがエディットフォーカスを持っています
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ゾーンを選択する
D ゾーンを選択するには、ゾーンの上でクリックします。

クリックされたゾーンは自動的にエディットフォーカスを持ちます。

複数のゾーンを選択するには以下のようにいくつかの方法があります：

D [Shift] もしくは [Cmd](Mac) / [Ctrl](Windows) を押したまま選択したい複数のゾーンをクリックします。
この方法だと隣接しない複数のゾーンも選択することができます。選択を解除するにはもう一度ゾーンをクリックします。

D キーボードコマンド [Cmd]-[A](Mac) / [Ctrl]-[A](Windows) を使用します。
キーマップディスプレイ内の全てのゾーンが選択されます。全てのゾーンの選択を解除するには、サンプルコラムかキーマップエ
リアの未使用の領域をクリックします。 

D キーマップエリア内でセレクションボックスをドラッグします。

ゾーンはセレクションボックス内に完全に収まっていなくてもよいことに注意してください。セレクションボックスが一部でも交差し
ているゾーンは選択されたことになります。

このようにセレクションボックスを作成すると ...

... 複数のゾーンが選択されます
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ゾーンをMIDI で選択する
お使いの MIDI キーボードからゾーンを選択することもできます。キーマップディスプレイの上方にある "Select zones via MIDI（ゾー
ンを MIDI で選択する）" と書かれたボタンをクリックすると、ボタンが点灯しゾーンを MIDI で選択できるようになります。

ゾーンを選択してエディットフォーカスを持たせるためには、そのゾーンのキーレンジ内にある鍵盤を押します（キーレンジのセッテ
イングについてはこの章の後半をご覧ください）。

この場合、MIDI キーボードの C2 から C3 の間の鍵盤を押すとこのゾーンが選択されます

更に、MIDI での選択はベロシティーにも対応しています。ゾーンには特定のベロシティーレンジを設定することができます。これは、
ゾーンをトリガーする鍵盤があるベロシティーで押されない限り演奏されないことを意味します。これと同じルールをゾーンを MIDI
で選択するときにも適用して、基準となるベロシティーに合ったゾーンのみが選択されます。ベロシティーレンジのセッティング詳細
ついては「ゾーンのベロシティーレンジを設定する」をご参照ください。

グループ内の全てのゾーンを選択する
グループエリアの欄をクリックするとグループに含まれるすべてのゾーンを選択可能です。

ゾーングループの概念は「グループ化作業」で全て紹介されています。よってここでは、同じグループに属する全てのサンプルを選択
する方法のみを説明します。

グループコラムの中
をクリックすると ...

... グループ内の全ての
ゾーンが選択されます
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エディットフォーカスを移動する

エディットフォーカスを移動する
ゾーンは選択したままそれとは別にエディットフォーカスすることができます：

D 選択されていないゾーンをクリックすると、選択され同時にエディットフォーカスします。

D [Shift] もしくは [Cmd]/[Ctrl] キーを使用して複数のゾーンを選択すると、常に最後に選択した一つのゾーンにエディットフォーカス
します。

D 複数のゾーンが選択された状態からあるゾーンにエディットフォーカスするには、何もキーを押さない状態でクリックします。
このようにして、選択された複数のゾーン間で選択を解除することなく、エディットフォーカスを移動させることができます。

パラメーターを調節する
シンセパラメーターを調節する
シンセパラメーターはリモートエディターパネルの大半を占めています（「シンセパラメーター」参照）。シンセパラメーターを変更す
ると、その変更が選択されている全てのゾーンに常に反映されます。

D パネルはエディットフォーカスのあるゾーンのセッティングのみを表示します。
詳しくは後述します。

D １つのゾーンのみに対して調節を行うには、そのゾーンを選択して（このときエディットフォーカスします）フロントパネルのパ
ラメーターを調節します。

D 複数のゾーンに同じ値をセットするには、目的のゾーンを選択してパラメーターを調節します。
調節したパラメーターが全てのゾーンで同じ値になります

グループパラメーターを調節する
グループパラメーターはグループに作用します。すなわち、これらはグループ内の全てのゾーンで共有されるセッティングです。

D １つのグループに対して調節するには、そのグループに属する１つ以上のゾーンを選択してフロントパネルのパラメーターを調節
します。

D 複数のゾーンに同じ値をセットするには、調節したい各グループからそれぞれ１つ以上のゾーンを選択してパラメーターを調節し
ます。
すべてのグループは同じ値に設定されます。詳しい情報は以下をご参照ください。

矛盾するパラメーターについて
多数のゾーンを選択しており、かつそれらのパラメーターセッティングが異なるという状況がしばしばあるでしょう。これはきわめて
普通のことです。例えば、キーボード上に配置した複数のサンプルのバランスをとるために音量とフィルターを調節する、といったこ
とはよくあることです。しかし、これをマルチプルで選択すると混乱を招くことがあります。このような場合には NN-XT は矛盾する
パラメーターを表示します。
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選択された二つ以上のゾーンが矛盾するパラメーターセッティングを持っているときには、NN-XT はパラメーターの隣に小さな "M"
（multiple）の記号を表示してこのことを知らせます。

この例では LEVEL と SPREAD が矛盾するセッティングを持ってします

D パネル上のコントロールはエディットフォーカスをしたゾーンのセッティングが常に表示されます。

D 選択しているゾーンを次々にクリックしていくと各ゾーンのセッテイングを見ることができます。

D パラメーターを調節すると、選択されている全てのゾーンのパラメーターが同じ値にセットされます。

この機能はパッチがどのように作られているのか調べるときや、自作のセッティングが複数のゾーンを通じて矛盾がないかを調べるの
に便利です。

サンプルパラメーター
サンプルパラメーターは１つ以上の選択されたゾーンに、チューニング、キーやベロシティーなどの値の設定を可能にします。

D 複数のゾーンに同じ値をセットするには、調節したいゾーンを選択してからパラメーターを調節します
調節したパラメーターは、すべてのゾーンで同じ値に設定されます。

ゾーン間でパラメーターをコピーする
あるゾーンのパラメーターセッティングを他のいずれのゾーンにも簡単にコピーすることができます。手順は以下の通りです：

1. 操作に関係するゾーンを全て選択します。
セッティングのコピー元とコピー先（複数でも可）の両方のゾーンを選択します。

2. コピーしたいセッティングを持ったゾーン（コピー元）に必ずエディットフォーカスを持たせます。
3. " 編集 " メニューもしくはNN-XT コンテクストメニューから "選択されたゾーンにパラメーターをコピー "を選択します。

選択されている全てのゾーンは全く同じパラメーターセッティングとなります。

! これはシンセパラメーター（「シンセパラメーター」をご参照ください）にのみ適用されることに注意してください。サンプルパラ
メーター（ルートキー、ベロシティーレンジ等）はコピーされません。
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ゾーンとサンプルの管理
キーマップを作成する
NN-XT をラックに追加したときには、キーマップディスプレイは常に空の状態です。つまりサンプルは何も含まれていません。

新規のキーマップを作成する手順は以下の通りです：

1. ブラウズサンプルボタンをクリックするか、" 編集 " メニューから "サンプルを選択 "を選択します、もしくはNN-XT のテクス
トメニューから "サンプルを選択 "を選択します。
標準ファイルブラウザが開きます。

ブラウズサンプルボタン

2. ブラウザでロードしたいサンプルを一つまたは複数選択し、"OK" をクリックします。
選択したサンプルが NN-XT にロードされます。

NN-XT にロードされた新規のサンプルは以下の特徴をもっています。

･ 各サンプルはそれぞれゾーンに配置されます。

･ 各ゾーンのキーレンジは C1から C6 の 5オクターブに設定されます。

･ 新しく追加されたサンプルは全て自動的に選択された状態になります。

･ 最初に追加されたゾーンがエディットフォーカスされます。

4 つのサンプルを新たに追加したキーマップ

ルートノートとキーレンジの設定
サンプルをロードした次の段階は、大抵の場合サンプルのキーレンジとルートノートとチューニングの設定です。これはサンプルが
キーレンジにわたって正しく再生されるようにするためです。これには多くの方法があり、「キーレンジに関する作業」以降で説明し
ます。ここでは、ロードしたサンプルの集合から完全なキーマップを素早く作成する手順について手短に説明します。

この例では、ロードするサンプルは音階つきの楽器（ギターやピアノ、フルート等）でマルチサンプルの集合だと仮定します。

1. サンプルをロードします。
2. " 編集 " メニューから "すべてのゾーンを選択 "を選択し、ロードしたサンプルを全て選択する。
3. " ピッチを検出してルート音を設定 "を使用し、サンプルのルートノートを自動的に設定する。
4. " 編集 " メニューから "ゾーンを自動的にマッピング "を選択する。
選択された全てのゾーンは自動的に基本的なキーマップに並べられます。そのためユーザーは、サウンドを形作るためにフロントパネ
ルのシンセパラメーターを調節する作業へそのまま移行することができます！
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ファイルフォーマットと REX スライスについて
NN-XT は様々な種類のサンプルをインポートできます：

･ 標準的なWave ファイル
これらは ".wav" の拡張子を持ちます。これは PC プラットフォームにおける標準のオーディオファイルフォーマットです。あらゆ
るオーディオ / サンプルエディターはプラットフォームに関わらず、Wave フォーマットでオーディオファイルを読み書きできま
す。あらゆるサンプルレートと事実上全てのビット解像度に対応しています。

･ 標準的な AIFF ファイル
これらは ".aif" の拡張子を持ちますこれは Macintosh プラットフォームにおける標準のオーディオファイルフォーマットです。こち
らもあらゆるオーディオエディターでこのフォーマットが読み書き可能です。あらゆるサンプルレートと事実上全てのビット解像
度に対応しています。

･ SoundFont サンプル
SoundFont フォーマットは、ウェーブテーブルシンセサイズされたオーディオデータとウェーブテーブルシンセサイザー（主にサ
ウンドデバイス上にあります）でどのように再生するかについての情報を持つ規格化されたデータフォーマットです。SoundFont
バンクは、ユーザーサンプルやインストゥルメンツ、プリセット等といった複数のカテゴリーで階層的に構成されています。NN-
XT は SoundFont バンクから単体のサンプルをロードします。

･ REX ファイルスライス
スライスは REX ファイル（「REX ファイルをパッチとしてロードする」をご参照ください）に含まれるサウンドの断片です。REX ス
ライスをインポートするには、REX ファイルをブラウズしてフォルダーを開く要領でこれを開きます。するとブラウザはスライス
を " フォルダー " 内のファイルとして表示します。このマニュアルの残り部分で、サンプルのインポートに関して書かれている内容
は、すべて REX スライスにも同様に当てはまります。

キーマップにサンプルを追加する
上記と同じ方法で、既存のキーマップにサンプルを更に追加することができます。

1. 既にロードしたサンプルがいずれもエディットフォーカスしていないことを確認します。
さもないと、選択しているサンプルが置き換えられてしまう危険があります。詳しくは下記をご参照ください。エディットフォー
カスを解除するには、サンプルコラムまたはキーマップエリアの未使用の領域をクリックします。

2. サンプルブラウザを開きます。
3. ブラウザでロードしたいサンプルを選択し、"OK" をクリックします。

新しいサンプルがキーマップに追加されます。

サンプルを置き換える
ゾーン内のサンプルを置き換える手順は以下の通りです：

1. 置き換えたいゾーンに必ずエディットフォーカスし、以下うち一つを行います。
D " サンプルを選択 "ボタンをクリックします。

D " 編集 " メニューか NN-XT コンテクストメニューから "サンプルを選択 "を選択します。

D ゾーンをダブルクリックする。
これらのいずれかの方法で標準のファイルブラウザを開くと、この中で新しいサンプルを選択できます。

2. サンプルブラウザでサンプルを一つだけ選択します。
もしブラウザで複数のサンプルを選択した場合には、これらとエディットフォーカスしたサンプルは入れ替わりません。代わりに
これらはその下に追加されます。
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複数のサンプルに渡って素早くブラウズする
もし多くのサンプルに渡って素早くブラウズしたいとき、例えば、どのサンプルがベストフィットするかを探す場合には、以下の手順
で行います：

1. ゾーンを希望通りにセットアップし、必ずエディットフォーカスします。
2. " サンプルを選択 "セクションの矢印を使用して同じディレクトリにある前後のサンプルを選択します。

サンプルを削除する
D ゾーンからサンプルを削除するには、ゾーンをクリックして選択し"編集"メニューかNN-XTコンテクストメニューから"サンプルを
削除 "を選択します。
ゾーンからサンプルが削除され空になります。複数の選択したゾーンから同時にサンプルを削除できることにご注意ください。

サンプルを試聴する
ロードしたサンプルは二通りの方法で試聴することができます：

D サンプルコラムで [Option](Mac) / [Alt](Windows) を押しながらサンプルをクリックします。
マウスポインターをサンプルコラム上に移動すると、スピーカーの形になります。

サンプルをクリックするとルートピッチ（「ルートキーについて」をご参照ください）で再生されます。なお、サンプルは処理され
ない状態で再生されます。すなわち、シンセパラメーター（「シンセパラメーター」をご参照ください）の影響を全く受けません。

D キーボードコラムで [Option](Mac) / [Alt](Windows) を押しながらサンプルをクリックします。
ここでの違いは、サンプルがクリックしたキーに対応するピッチで、かつ全ての処理をした状態で再生されるといういことです。
クリックはベロシティー 100 で弾いた強さに相当します。また、キーレンジの重なり具合やベロシティーレンジのセッティング

（それぞれ「キーレンジを設定する」と「ゾーンのベロシティーレンジを設定する」をご参照ください）に応じて、複数のサンプル
が再生されることもあります。

空のゾーンを追加する
キーマップに空のゾーンを追加することができます。空のゾーンはサンプルを含んだゾーンと同様に扱われます。これらは作成された
ときに自動的に選択され、エディットフォーカスし、5 オクターブのキーレンジが割り当てられます。しかし、ゾーンは一度に一個し
か追加することができません。空のゾーンはサンプルを含んだゾーンと同様にサイズ変更や移動、エディットをすることが可能です。

D 空のゾーンを追加するには、"編集 "メニューかNN-XT コンテクストメニューから "ゾーンを追加 "を選択します。
空のゾーンはキーマップ内で既存のゾーンの下に追加されます。空のゾーンは "**No Sample**" の文字で表示されます。

空のゾーンを追加した後は、上で説明したサンプルの置き換えや "Quick Browse" の場合と同様の方法でサンプルを割り当てることが
できます。

ゾーンを複製する
既存のゾーン（サンプルを含んでいても空でもかまいません）は幾つでも複製することができます。

1. コピーしたいゾーン（複数でも可）を選択します。
2. " 編集 " メニューか NN-XT コンテクストメニューから "ゾーンを複製 "を選択します。

選択したゾーンがコピーされ自動的にキーマップディスプレイの最後のゾーン下に挿入されます。

複製されたゾーンは元のゾーンと同じサンプルを参照します。また、キーレンジとパラメーターセッティングも複製元と全く同じで
す。
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コピー＆ペーストを使用する
" 編集 " メニューの " ゾーンをコピー " 機能により選択された全てのゾーンをクリップボードにコピーします。そして " 編集 " メニュー
の " ゾーンをペースト（貼り付け）" 機能により選択した NN-XT デバイスの既存ゾーンの下にコピーしたゾーンをペーストします。

この手法は 1 つの NN-XT デバイスから別の NN-XT デバイスにゾーン（全設定を含む）を移植するのに便利です。

ゾーンを削除する
一つもしくは複数のゾーンを削除するには、これらを選択して以下のいずれかを行います。

D コンピュータのキーボードの [Delete] もしくは [Backspace] を押します。

D " 編集 " メニューか NN-XT コンテクストメニューから "ゾーンを削除 "を選択します。

ゾーンを削除すると、それらに含まれるサンプルも全て削除されます。

リスト内のゾーンを並び替える
D ゾーンをリスト内の他の位置に移動するには、サンプルコラムをクリックして上または下にドラッグします。

輪郭線はマウスのボタンを放したときにゾーンが表示される場所を表しています。

グループ化作業
グループについて
グループ化には２つの目的があります：

D 同じ属性の多数のサンプルを素早く選択できるようにする。
例えば、ピアノとストリングスのレイヤーサウンドを作った場合には、全てのストリングスサンプルを 1 つのグループに、全ての
ピアノサンプルを 1 つのグループにすることができます。すると、全てのピアノサンプルを素早く選択してそれらの調整を１つの
パラメーター調節で行うことができます。

D セッティングを共有する必要があるゾーンをグループ化します。
例えば、あるグループをレガートかつモノフォニックモードに設定し、ポルタメントをかけてノート間をスライド演奏したい場合
があるかもしれません。

常に最低 1 つのグループが存在することに注意してください。これは、ゾーンは作成された初期状態で同じグループにグループ化され
ているからです。

グループを作成する
1. 同じグループにしたいゾーンを選択します。

グループ化のためにはゾーンが連続して順番に並んでいる必要はありません。これらのサンプルコラム内における元の位置に関わ
らず、全て連続するように並び変えられます。



NN-XT サンプラー 533

2. " 編集 " メニューか NN-XT コンテクストメニューから "選択されたゾーンをグループ化 "を選択します。
ゾーンがグループ化されます。

グループをリスト内の他の位置へ移動する
D 移動したいグループのグループコラムをクリックして、マウスのボタンを押したまま上または下にドラッグします。

移動しているグループの輪郭線がディスプレイに重ねて表示されますので、これを頼りに目標の位置へ移動します。

グループを新しい位置へドラッグします

3. 目標の位置でマウスのボタンを放します。
グループとその全てのゾーンが新しい位置に表示されます。

あるグループのゾーンを他のグループに移動する
これは前ページで説明されているリスト内でのサンプルの並び替えと同様に行います。違いはゾーンをグループから他のグループにド
ラッグすることだけです。

これらのゾーンを選択してグループ化すると ...

... 元の大きな１つのグループに代わって２つのグループが作成されます
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グループやグループ内のゾーンを選択する
D グループコラムをクリックすると、そのグループとグループ内の全てのゾーンが選択されます。

D サンプルコラムでゾーンをクリックすると、そのゾーンと属するグループが選択されます。

グループパラメーター
グループに対して作用するパラメーターがフロントパネルにいくつかあります。詳細は「グループパラメーター」をご参照ください。

キーレンジに関する作業
キーレンジについて
各ゾーンにはそれぞれ独立したキーレンジすなわちサンプルがトリガーされる鍵盤上の最低音と最高音を設定できます。

この使用法のよい例が、ある楽器をサンプリングするような場合です。例えば、ピアノをサンプリングするには、通常音程の異なる複
数の音を狭い間隔で録音し、これらのサンプルを狭いキーレンジで連続して別々にマッピングします。この手法はマルチサンプリング
といいます。

その理由は、単一のサンプルを鍵盤全体に渡って演奏すると元のピッチからあまりに離れたときに非常に不自然に聞こえるからです。
これは音質に悪影響を与えずに音程を変えることができる量が非常に限られているためです。

キーレンジを設定する
ゾーンのキーレンジを調整するには多くの方法があります：

ゾーンの境界線ハンドルをドラッグする
1. キーレンジエリア内のゾーンを選択する。
2. 両端にあるハンドル（境界線）の一つをクリックする。
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3. ハンドルを左右にドラッグする。
点線がゾーンの端からキーボードエリアに伸びます。この線はキーレンジがどの鍵盤を含むかことになるかを表示します。また左
下には英数字による表示もあります。

4. 完全なキーマップを作成するには、この手順を複数のゾーンに必要なだけ繰り返します。

"Lo Key（発音域の下限）" および "HI Key 発音域の上限）"コントロールを使用する
キーマップエリアの真下にはノブが並んでいます。これらはサンプルパラメーターです。これらは名前の通り、ゾーンがどのように再
生されるかに関係する様々なパラメーターを変更するために使用されます。サンプルパラメーターエリアの真ん中に "Lo Key" と "HI 
Key" と呼ばれる２つのノブがあります。

これらは上で説明した境界線ハンドルをドラッグするのと同様に、ゾーンのキーレンジの Lo Key（発音域の下限）と HI Key（発音域
の上限）を設定するのに使用されます：

1. キーレンジを設定したいゾーンを選択します。
2. ノブを使用して Lo Key（発音域の下限） / HI Key（発音域の上限）を変更します。

ノブの真上の表示でキーの状態を確認します。ゾーンの端からキーボードエリアに及ぶ線でも確認することができます。

複数のゾーンにキーレンジを設定する

選択された複数のゾーンに同時にキーレンジを設定することができます。"Lo Key" と "HI Key" のコントロールを次のように操作してく
ださい：

デフォルトのキーレンジ（C1 - C6）を持つゾーンの高音の境界線ハンドルをクリックしてドラッグして ...

... キーレンジを C1 - C2 に変更します
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D それぞれに異なるハイキーのキーのゾーンを 3つ選択している場合、"HI Key" ノブを回すとそれらすべての "HI Key" の値が同じよう
に編集されます。
例えば、編集しようしているゾーンがのハイキーが "C4" であった場合、"HI Key" を操作してそれを "D4" に変更すると、他に選択さ
れているすべてのゾーンの "HI Key" が "D4" まで拡張されます。

D 編集しようとしているハイキーより高いローキーが設定されたゾーンが選択されている場合（"HI Key" ノブの操作以前）、ゾーンの
レンジは縮小され、ローキー設定から半音の範囲となります。
1 つのゾーンにおいてハイキーがローキーよりも半音低いという設定はあり得ません。このような場合、ゾーンが消滅してしまい
ます！

D 逆も同様です。すなわち、複数のゾーンを選択して "Lo Key" ノブを操作すると、編集しているローキーの設定がすべてのゾーンに
適用されます。
1 つのゾーンにおいてローキーがハイキーよりも半音高いという設定はあり得ません。従って、編集しようとしているゾーンの
ローキーより高いハイキーが設定されたゾーンが選択されている場合、そのゾーンは最小レンジに縮小されます。

タブバー上でゾーンの境界線ハンドルをドラッグする
前述の通り、キーボードエリアの真下のエリアをタブバーと呼びます。これは現在選択されているゾーンのキーレンジを表示するもの
で、境界線ハンドルも含まれています。

タブバー上の境界線ハンドルをドラッグします

これらのハンドルは、キーマップディスプレイ内の境界線ハンドルをドラッグするのと同じ効果を得るために使用することができま
す。しかし、タブバー上のハンドルは複数のゾーンのキーレンジを同時に変更することができます。

次のようになります：

･ タブバーはエディットフォーカスしたゾーンのキーレンジを表示します。
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･ 境界線ハンドルをドラッグすると、以下の場合には周囲のゾーンのキーレンジも同時に変更されます。

D 他のゾーンのHI Key（発音域の上限）もしくは Lo Key（発音域の下限）が、エディットフォーカスしたゾーンのHI Key（発音域の
上限）もしくは Lo Key（発音域の下限）と同じ場合。

D 他のゾーンがエディットフォーカスしたゾーンと隣接している場合。

! 他のゾーンが選択されているかどうかは関係ないということに注意してください。 これらはいかなる場合にも影響を受けます。

上の画像の例では、中央のゾーンがエディットフォーカスしています。その左のハンドル（Lo Key（発音域の下限））は他のゾーンの
ものと異なる位置にありますが、全ゾーンの HI Key（発音域の上限）のセッティングは同じになっています。これは次のことを意味し
ます

･ 左のハンドルをドラッグするとエディットフォーカスしたゾーンの Lo Key（発音域の下限）位置のみが移動します（写真はド
ラッグの前と後の状態を表します）。

･ 右のハンドルをドラッグすると全てのゾーンのHI Key（発音域の上限）位置が移動します、これは全てのゾーンのHI Key（発音域
の上限）位置が同じためです（写真はドラッグの前と後の状態を表します）。
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ゾーンボックスをドラッグしてゾーンを移動する
ゾーン全体を水平方向に移動することもできます。このときキーレンジが変更されます。

1. 移動したいゾーンを全て選択します。
複数のゾーンを同時に移動することができます。

2. 選択したゾーンのいずれかの上でマウスのボタンをクリックします。
3. 左または右にドラッグしてマウスのボタンを放します。

複数のゾーンをドラッグします

タブバー内でドラッグしてゾーンを移動する
タブバー上の境界線ハンドル間をドラッグしてゾーンを移動することもできます。このとき、タブバー内の境界線ハンドルをドラッグ
するときと同様に周囲のゾーンが影響を受けることがあります（上をご参照ください）。

これは下の写真（ドラッグの前後）の例のように、周囲のゾーンとの関係を保ったままゾーンを " スライド " させるのに使用できま
す。

"Lock Root Keys" 機能について

上述のようにゾーンを移動すると、通常ルートノートもそれに従って移動します。言い換えると、ゾーンはトランスポーズされます。
もしこれが望ましくない場合には、ゾーンを移動する前にキーマップディスプレイ上方のボタンをクリックしてロックルートキー機能
を有効にすることができます。

ルートノートを変化させずにゾーンを移動させることは再生されるサンプルの音質を完全に変えてしまうので、面白いエフェクトとし
て使用できます。
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"Solo Sample" 機能について

"Solo Sample（サンプルをソロ再生）" 機能を使用すると、選択したサンプルをベロシティーレンジの設定を無視してキーボード全域で
演奏することができます。他の全てのロードされたサンプルは一時的にミュートされます。

これは、例えば、サンプルが不自然に聞こえない範囲でルートキーからどれくらい上下に離れたキーで演奏できるかをチェックするの
に便利です。従って "Solo Sample（サンプルをソロ再生）" 機能は「キーレンジを設定する」で説明したキーレンジをセッティングす
るガイドとして便利です。

1. ゾーンを１つだけ選択します。複数のゾーンを選択している場合には試聴したいゾーンに必ずエディットフォーカスします。
2. ボタンを押して "Solo Sample（サンプルをソロ再生）"を有効にします（ボタンが点灯します）。
3. MIDI キーボードを演奏します。
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ゾーンをノートでソートする
" 編集 " メニューおよび NN-XT コンテクストメニューには " ゾーンをノートでソート " という項目があります。このオプションは、選
択されたゾーンをキーレンジの降順に自動的にソートします。

このオプションを実行すると、選択されたゾーンは最もキーレンジの低いものから順にディスプレイの上から下に向かってソートされ
ます。

しかし、このソーティングはグループの中だけで行われることに注意してください。つまり、同じグループに属するゾーンだけがソー
トされます。

ソーティング前と後

2 つのゾーンが同じキーレンジを持っている場合には、これらはベロシティーレンジによってソートされます。
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ルートノートの設定とチューニング
ルートキーについて
全ての楽器音は固有のピッチを持っています。このような音のサンプルを演奏するときには、演奏する鍵盤がピッチと一致している必
要があります。例えば、"C3" の鍵盤で演奏したピアノを録音したとします。これを NN-XT のキーマップにマッピングするときには、
"C3" の鍵盤を押したときにサンプルが元のピッチで再生されるように設定する必要があります。

これはルートノートを調節して行います。

D 様々なソースに収録されている多くのサンプルファイルは既にルートキーが設定されています。その場合、サンプルをゾーンに
ロードするとルートキーは自動的に正しく設定されます。

D しかしサンプルがルートノート情報をファイルに持っていない場合（例えば、ユーザー自身で録音した場合等）は、これを調節す
る必要があります。

ルートノートを手動で設定する
ゾーンのルートキーを設定する手順は以下の通りです：

D 設定したいゾーンに必ずエディットフォーカスをして（例えば、クリックします）、以下のいずれかを実行します。

D ディスプレイ下方のサンプルパラメーターエリア内にある "Root" ノブを使用します。
右に回すとルートキーのピッチが上がります。選択されたキーは英数字でノブの真上に表示されるほか、キーボードエリアでも確
認することができます（下記をご参照ください）。

D [Ctrl] (Windows)  /  [Cmd] (Mac) を押しながら希望するルートキーをキーボードエリアでクリックします。
設定されたルートキーはグレー表示されますので簡単に見分けることができます。

サンプルを手動でチューニングする
ルートノートのセッティングに加えて、他の楽器と合わせるためにサンプルの細かいチューニングをする必要があることもあります。

D チューニングしたいゾーンを明確にします（例えば、クリックして選択します）。

D サンプルパラメーターエリアの "Tune" と記されたノブを使用します。
キーマップ内の各サンプルをプラスマイナス半音の範囲（-50～ 50）でチューニングできます。
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ピッチディテクションを使用してルートノートの設定とチューニングを行う
NN-XT はルートノートの設定を助ける「ピッチディテクション」機能を装備しています。これは例えば、自分で録音しておらず元の
ピッチに関する情報のないサンプルをロードする場合に便利です。

手順は以下の通りです：

1. ピッチディテクションをかけたいゾーンを全て選択します。
2. " 編集 " メニューもしくはNN-XTコンテクストメニューから "ピッチを検出してルート音を設定 "を選択します。

選択された全てのサンプルが分析され、検出されたルートキーが自動的に設定されます。

! この機能が正確に動作するためには、サンプルは少しでも認識できるピッチを持っている必要があります。例えば、スピーチやス
ネアドラムのサンプルは、おそらく認識できるピッチを持っていません。

サンプルのピッチ変更について
上述の手順は、サンプルをキーボード上にわたって首尾一貫して音階付け、かつそれらを全て絶対的基準（例えば、A=440 チューニ
ング）に合わせるために使用されます。

サンプルを他の素材に合わせてチューニングしたいときや、あるエフェクト（例えば、二つのサウンドを互いにデチューンさせてコー
ラスエフェクトをかける等）をかけたいときには、サンプルチューニングパラメーターではなくシンスシンセパラメーターのピッチセ
クションを使用すべきでしょう。

オートマップを使用する
オートマップ機能はキーマップ作成の素早い手段として、もしくはより細かく調節するための良いスタート地点として使用することが
できます。

オートマップは、ユーザがひとまとまりの楽器（例えば、ピッチの異なる多くのピアノのサンプル）のためのキーマップを作成してい
るという仮定のもとに動作します。

1. オートマップしたいサンプルをロードします。
ここで三つの選択肢があります：

D ファイルに含まれるルートノート情報が既に正しく設定されているものとします。

D 全てのサンプルのルートノート（およびチューニング）を手動で調節します。

D " ピッチを検出してルート音を設定 "を使用してルートノートを自動で設定します。

2. オートマップしたいゾーンを全て選択します。
3. " 編集 " メニューもしくはNN-XT コンテクストメニューから "ゾーンを自動的にマッピング "を選択します。
選択された全てのゾーンは以下の方法で自動的に配置されます：

D ゾーンはルートキーに従ってディスプレイ上に低いキーから順に上から下へソートされます。

D ゾーンはルートキーに従ってキーレンジを割り当てられます。
キーレンジは、二つのゾーンの境目が両ゾーンのルートノートのちょうど中間になるように設定されます。二つのゾーンのルート
ノートが同じ場合は、これらには同じキーレンジが割り当てられます。

ゾーンを半音階で自動的にマッピング
D この ”編集 ” メニュー項目は各ゾーンのキーレンジを半音（つまり１鍵）に設定します。ゾーンは C2から順番に作成されます。

この機能ではルートキーは考慮されません。各サンプルはサンプルリストの順番でキーに配置されます。
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レイヤー、クロスフェード、ベロシティースイッチ付きのサウ
ンドについて
レイヤーサウンドを作成する
２つ以上のゾーンに部分的もしくは完全に重なり合うキーレンジを設定することができます。以下のようにしてレイヤーサウンドを作
成することができます。レイヤーサウンドとは例えば、キーボードの鍵盤を押したときに異なるサンプルが同時に演奏されるサウンド
のことです。

上の画像では、キーレンジにわたってマッピングされた一組のピアノのサンプルが上側に見られます。

これらの下には、こちらもキーレンジ全体に広がるストリングスのサンプルの一組があります。

このキーボードレンジ内で鍵盤を演奏すると、常にピアノとストリングスのサンプルが組み合わせて発音されます。

さらに、上の例ではピアノサンプルを一つのグループに、ストリングスサンプルをもう一つのグループに配置しています。これは例え
ば、ピアノとストリングスの音量バランスを取る等のためにピアノマップ全体を素早く選択することができるので便利です。

ベロシティーレンジについて
ゾーンのキーレンジ設定が部分的もしくは全体的に重なりあっているとき、ベロシティースイッチとクロスフェードを使用して MIDI
キーボードを弾く強さによってどのゾーンが演奏されるかを決めることができます。

これはベロシティーレンジを設定して行います。クロスフェードは使用する場合としない場合があります。

MIDI キーボードの鍵盤を押すたびに 1 から 127 の間のベロシティー値が Reason Essentials に送信されます。鍵盤を優しく押すと低い
ベロシティー値が、強く押すと高いベロシティー値が送信されます。

このベロシティー値によって、どのサンプルが再生されどのサンプルが再生されないかが決まります。

例として、同じキーレンジにまたがる三つの異なるゾーンをマッピングしたとします。

･ ゾーン 1のキーレンジは 1～ 40です。
これは、この中のサンプルはベロシティー値が 1 から 40 の間でトリガーされることを意味します。

･ ゾーン 2のキーレンジは 41～ 80 です。
この中のサンプルはベロシティー値が 41 から 80 の間で演奏されます。
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･ ゾーン 3のキーレンジは 81～ 127 です。
この中のサンプルはベロシティー値が 81 以上でトリガーされます。

ベロシティーレンジを重ね合わせる
上の値を少し変えてみましょう：

･ ゾーン 1のベロシティーレンジは 1～ 60 です。

･ ゾーン 2のベロシティーレンジは 41～ 100 です。

･ ゾーン 3のベロシティーレンジは 81～ 127 です。

ベロシティー値が 41 から 60 の間のときにはゾーン 1 とゾーン 2 の両方のサンプルがトリガーされます。同様にベロシティー値が 81
から 100 の間のときにはゾーン 2 とゾーン 3 の両方のサンプルがトリガーされます。
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フルベロシティーレンジと部分的なベロシティーレンジについて
どのゾーンのベロシティーレンジが変更されているかはキーマップディスプレイで見分けることができます：

･ フルベロシティーレンジ（0-127）を持つゾーンは輪郭線のみで表されます。

･ それ以外のベロシティーレンジを持つゾーンは斜線つきで表されます。

一番上のゾーンはフルベロシティーレンジ（1-127）を持ち、下のゾーンは部分的なベロシティーレンジ（1-127 以外）を持ちます

ゾーンをベロシティー値でソートする
" 編集 " メニューおよび NN-XT コンテクストメニューには " ゾーンをベロシティーでソート " という項目があります。このオプション
は、ディスプレイ内の選択されたゾーンを設定されたロー / ハイのベロシティー値に従って降順で自動的にソートします。

このオプションを実行すると、選択されたゾーンは "Lo Vel" の値が最も大きいものから順にディスプレイの上から下に向かってソート
されます。

しかし、このソーティングはグループの中だけで行われることに注意してください。つまり、同じグループに属するゾーンだけがソー
トされます。

もし 2 つのゾーンが同じベロシティーレンジを持っている場合には、それらはキーレンジによってソートされます。

ゾーンのベロシティーレンジを設定する
ゾーンのベロシティーレンジを設定する手順は以下の通りです：

1. 調節したい一つまたは複数のゾーンを選択します。
2. サンプルパラメーターエリアの "Lo Vel（ベロシティーの下限）"と "Hi Vel（ベロシティーの上限）"と記されたノブを使用して、
ロー / ハイベロシティー値を設定します。

ゾーンの "Lo Vel" を調節しています

"Lo vel" はサンプルがトリガーされる最小のベロシティー値です。つまり、鍵盤が弱く押されベロシティーがこの値を下回る場合には
サンプルは演奏されません。

"Hi vel" はサンプルがトリガーされる最大のベロシティー値です。鍵盤が強く押されベロシティーがこの値を上回る場合にはサンプル
は演奏されません。

ゾーン間のクロスフェードについて
サンプルパラメーターエリアの右下に "FADE IN" と "FAD OUT" を設定するための２つのノブがあります。これらは主に重なり合うゾー
ン間をスムーズに切り替えるためのベロシティークロスフェードを設定するために使用します。クロスフェードを設定するためには、
重なり合うゾーンのフェードアウトとフェードインの値を調節します。
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二つのサウンド間のクロスフェード
例：

･ 二つのゾーンは共にフルベロシティーレンジ（1-127）で演奏されるように設定されています。

･ ゾーン 1のフェードアウトの値は 40です。
これは、このゾーンはベロシティーが 40 以下のとき最大音量で演奏され、これより大きいベロシティーでは徐々にフェードアウト
していくことを意味します。

･ ゾーン 2のフェードインの値は 80です。
これは、演奏するベロシティーが 80 まで上がっていくにつれてこのゾーンが徐々にフェードインしてくる効果があります。80 以
上のベロシティーでは最大音量で演奏されます。

別の例：

クロスフェードはあるサウンドをフェードインもしくはフェードアウトするためだけに使用することもできますよくある一つの例とし
て、あるサウンドはベロシティーレンジ全体で演奏され、もう一つのサウンドは大きいベロシティー値でしか演奏されないように設定
します。

･ ゾーン 1はクロスフェードせずにベロシティーレンジ全体で演奏されるように設定されています。

･ ゾーン 2はベロシティーレンジが 80から 127 で演奏されるように、かつフェードインの値が 110 に設定されています。
これは、このゾーンはベロシティー値が 80 からフェードインし始めベロシティーレンジ 110 から 127 では最大音量で演奏される
ことを意味します。

これは例えば、通常のスネアドラムにリムショットを加えたり、柔らかいバイオリンのサンプルに硬いアタックを加えたりするのに使
用できます。
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ゾーンのクロスフェードを設定する

手動
ゾーンのクロスフェードを設定する手順は以下の通りです：

1. 調節したい一つもしくは複数のゾーンを選択します。
2. サンプラーパラメーターエリアの "Fade In（フェードイン）" と "Fade Out（フェードアウト）"ノブを使用して値を設定しま
す。

q [Shift] を押しながらノブを回すと細かい精度で値を変化させることができます。また、[Cmd] (Mac) / [Ctrl] (Windows) を押しながら
ノブをクリックすると値を標準値にリセットできます。

自動
もしゾーンのクロスフェードを手動で設定するのが退屈だと感じられるならば、NN-XT に自動処理させることも可能です。" 編集 " メ
ニューおよび NN-XT コンテクストメニューには " ベロシティーでクロスフェードを作成 " という項目があります。

1. ベロシティーレンジが重なり合うようにゾーンを設定します。
2. ゾーンを選択します。

ゾーンは重なり合う一組だけではなく好きなだけ選択することができます。

3. " 編集 " メニューから "ベロシティーでクロスフェードを作成 "を選択します。
NN-XT が重なり合うゾーンを分析して、これらのゾーンに適切と思われるフェードイン / アウトの値を自動的に設定します。

D 両ゾーンがフルベロシティーレンジを持っている場合にはこの操作は機能しません。
少なくとも一つのゾーンは部分的なベロシティーレンジ（「フルベロシティーレンジと部分的なベロシティーレンジについて」をご
参照ください）を持っている必要があります。

D ゾーンが完全に重なり合っている場合にはこの操作は機能しません。

オルタネートを使用する
オルタネート（交互）機能について

サンプルパラメーターエリアの右下に "Alt" と記されたノブがあります。これにはオン / オフの２つの状態しかありません。これは再
生中にゾーンをランダムに交互に鳴らすために使用します。

この機能にはいくつかの実践的な使用法があります。ここでは 2 つの例をあげます：

･ 同じスネアドラムのいくつかの録音をレイヤーします。これらをオルタネートすることで、より自然な連打を再現することができ
ます。

･ 弦のアップストロークとダウンストロークをレイヤーします。オルタネートすることで、２つのストローク方向が切り替わる際リ
アルな効果が得られます。
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サウンドは好きな個数だけレイヤーできます。また、このアルゴリズムは可能なかぎり繰り返しを生じないようにサウンドを切り替え
ます。

ゾーンをオルタネートするように設定する手順は以下の通りです：

1. 全部または部分的に重なり合うようにゾーンを設定します。
2. これらを全て選択します。
3. 全てのゾーンの "Alt" をオンに設定します。

すると、ゾーンの重なり具合に基づいてプログラムが自動的にこれらをどのようにオルタネートするかを検出します。
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サンプルパラメーター

サンプルパラメーターエリアはスクリーンの下方に見つけられます。これらで選択したゾーン（複数可）のパラメーターを調整できま
す。複数のゾーンを選択したある場合、パラメーター値の変更は選択されているすべてのゾーンに適用されます。以下は各パラメー
ターについての説明です：

Root Note（ルート音）と Tune（サンプルチューニング）
これらのパラメーターは「ルートノートの設定とチューニング」で説明されています。

Sample Start（サンプル開始位置）と Sample End（サンプル終了位置）
ノブを回すことでスタートポジションとエンドポジションにオフセットをかけ、サンプル波形のうち再生される部分を増やしたり減ら
したりします。この典型的な使用例は次のようなものでしょう：

･ サンプルから不要な部分を取り除く。
これにはノイズからサンプルの頭や終わりの空白まで何でもあります。

･ 一つのサンプルのバリエーションを作る。
これらのコントロールは、録音の任意の部分をピックアップしてサンプルとして使用するために使用することができます。

･ ベロシティーサンプルスタートコントロールと共に使用する。
例えば、サンプルスタートを増加させて、負のベロシティーモジュレーションをサンプルスタートにかけることができますすると、
より強く演奏するほどサウンドのアタック部分がより聞こえるようになります。

q これらのパラメーターを調節するときに [Shift] を押しておくと、調節は常に 1フレーム（サンプル）単位で行われます。

Loop Start（ループ開始位置）と Loop End（ループ終了位置）
サンプルはオシレーターの周期波形等とは違って有限の長さを持ちます。サンプルにはサンプルスタートとサンプルエンドが存在しま
す。キーボードの鍵盤を押している長さだけサンプルを演奏させるためには、サンプルをループさせる必要があります。

これを正しく動作させるためには、サンプルのどの部分をループさせるのかを決定する 2 つのループポイントをまず設定する必要があ
ります。

Reason Essentials に含まれるサウンドバンク内の楽器のサンプルは既にループされています。同じことはほとんどの商業的なサンプル
ライブラリに対してもあてはまります。しかし、自分で行う必要があるならば、これらのコントロールを使用してループを調節しま
す。

･ サンプル中のループのサイズと位置は、ループスタート（ループの始まり）とループエンド（ループの終わるポイント）の 2つの
パラメーターによって決定されます。

･ NN-XT はループスタートとループエンドの間の部分をサンプルが減衰して無音になるまで繰り返し続けます。

Play Mode（再生モード）
このノブを使用して、各ゾーンごとに以下のループモードの中から一つを選択することができます：

･ FW
ゾーン内のサンプルはループされずに一回のみ演奏されます。

･ FW-LOOP
サンプルはサンプルスタートポイントからループエンドポイントまで演奏され、ループスタートポイントに戻り、その後ループス
タート / エンドポイント間を無限にループします。
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･ FW - BW
サンプルはサンプルスタートポイントからループエンドポイントまで演奏された後、ループエンドポイントからループスタートポ
イントまで後ろ向きに演奏され、その後ループスタート / エンドポイント間を前向き / 後ろ向きを繰り返しながら無限にループしま
す。

･ FW-SUS
これは、"FW-LOOP" と似た働きをしますが、こちらは鍵盤が押されている間のみループするという点が異なります。鍵盤を離す
と、サンプルはループの境界を越えて完全に終わりまで演奏されます。

これは、リリースパラメーターが大きい値になっていたとしても、サウンドが短い自然なリリースを持っているかもしれないこと
を意味します。このことは "FW-LOOP" ではあてはまりません。"FW-LOOP" では常にリリースパラメーターが鍵盤を離した後のサ
ウンドの長さをコントロールするからです。

･ BW
サンプルは終わりから始まりまでループされずに一回のみ演奏されます。

Lo Key（発音域の下限）とHI Key（発音域の上限）
これらのパラメーターは「キーレンジを設定する」にて説明されています。

Lo Vel（ベロシティーの下限）とHI Vel（ベロシティーの上限）
これらのパラメーターは「ベロシティーレンジについて」にて説明されています。

Fade In（フェードイン）と Fade Out（フェードアウト）
これらのパラメーターは「ゾーン間のクロスフェードについて」にて説明されています。

Alt（オルタネート）
このパラメーターは「オルタネート（交互）機能について」にて説明されています。

Out（出力先）
NN-XT は 8 つの独立したステレオアウトプットペアを装備しています（「Audio Output（オーディオ出力）」参照）。それぞれのゾーン
に対して、これらのアウトプットペアのいずれを使用するかを決めることができます。従って、8 つのゾーンから構成されるキーマッ
プを作成した場合には、各ゾーンそれぞれが NN-XT からの独立したステレオアウトプットを持つことができ、お望みならば異なるミ
キサーチャンネルにルーティングすることもできます。

D 選択されたゾーンがどのアウトプットに接続するかを設定するには、サンプルパラメーターエリアの "Out" と記されたノブを使用し
ます。
アウトプットペアはボタンの真上に表示されます。

! この後 NN-XT のバックパネルのアウトプットを希望通りにルーティングする必要があることに注意してください。ゾーンを 1-2
（デフォルト）以外のアウトプットペアにアサインする場合、接続やオートルーティングは作成されません。これは手動で行う必要
があります。

ステレオの例
この機能の考えられる利用方法の一つはドラムキットを作成することでしょう。この場合、8 つの異なるステレオドラムサンプルを
ロードしてこれらを独立したアウトプットへアサインし、それぞれを異なるミキサーチャンネルへルーティングして、ミキサーを使用
して音量や Pan を設定したりセンドエフェクトを加えたりできます。
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ステレオアウトプットを二つのモノアウトプットとして使用する
一方、もしモノサンプルを使用しているならば、ステレオペアを二つの独立したアウトプットとして使用することができます。この場
合、事実上計 16 個の独立したアウトプットが得られます。

1. 二つのゾーンを同じアウトプットにアサインします。
2. Pan コントロールを使用して一つのゾーンの Pan を完全に左に、もう一方を完全に右に設定します。
3. ステレオペア内の二つの各アウトプットを異なるミキサーチャンネルに接続します。

グループパラメーター

グループパラメーターはリモートエディターパネルの左上に位置します。これらは様々な演奏スタイルに直接関係するパラメーターで
す。

グループパラメーターはあるグループに対して作用します、つまりこれらはグループ内の全てのゾーンによって共有されるセッティン
グです。

D 一つのグループに対して調節するには、そのグループに属する一つ以上のゾーンを選択し、フロントパネル上のパラメーターを調
節します。

D 複数のグループに同じ値を設定するには、調節したい各グループごとにそれぞれ最低一つのゾーンを選択し、フロントパネル上の
パラメーターを調節します。

Key Poly（キーポリ）
このセッティングは同時に演奏できるキーの数（ポリフォニー）を決定します、最大値は 99 で最小値は 1 です。1 の場合グループは
モノフォニック（単音）となります。

他のサンプラーのユーザーは、「ポリフォニー」が一般的に演奏できるボイス数の設定を意味すると思うでしょう。NN-XT はこの面で
は異っており、ポリフォニー設定は各キーが何音演奏するかにかかわらずキーの数を決定します。

"GROUP MONO" ボタン
"KEY POLY" セクションの下にある "GROUP MONO" ボタンを使用すると、ポリフォニーの設定に関わらず、グループを直ちにモノで演
奏させることができます。例えば、ハイハットのオープンとクローズを 1 つのグループにしているとしましょう。このスイッチをオン
にすると、クローズハイハットの演奏によってオープンハイハットは自動的にミュートとなります。

"GROUP MONO" ボタンの設定は "KEY POLY" 設定を上書きします。ただし、同一のノートを演奏した場合を除きます。

つまりオープンハイハットだけなら、サウンドを途切れさせることなく連続的に演奏することができます（クローズハイハットを演奏
するとオープンハイハットはカットオフとなります）。 

このボタンをオンにするのとポリフォニー設定を "1" にするのでは意味が異なるのでご注意ください。このボタンをレガートやリトリ
ガーに使用することはできません（「Legato（レガート）と Retrig（リトリガー）」参照）。
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Legato（レガート）と Retrig（リトリガー）

Legato（レガート）
レガートはモノフォニックのサウンドで最高の働きをします。Key Poly（キーポリフォニー）（上をご参照ください）を 1 に設定し以
下をお試しください：

D 鍵盤を押したまま離さずに別の鍵盤を押します。
ピッチが変化するのにエンベロープが再度スタートしないことに気づくでしょう。すなわち、新たなアタックが生じないというこ
とです。

D Key Poly（キーポリフォニー）が 1よりも大きく設定されている場合は、アサインされたキーが全て使用中のときのみレガートが作
用します。
例えば、ポリフォニーセッティングが "4" で 4 声の和音を押さえている場合、次に弾くノートはレガートになります。しかしなが
ら、アサインされている全てのキーが既に使用中なので、このレガートになるキーは 4 声の和音中の 1 音を「奪う」ことに注意し
てください。

Retrig（リトリガー）
これはポリフォニックのパッチの場合「通常の」設定です。つまり、前の鍵盤を放さずに次の鍵盤を押した場合、エンベロープはすべ
ての鍵盤を放して新しい鍵盤を弾いたかのように再度トリガー（リトリガー）されます。モノフォニックモードでは、追加機能があり
ます；ある鍵盤を押して、そのまま動かさずに、新しい鍵盤を押してそれを放すと、最初の鍵盤は再度トリガー（リトリガー）されま
す。

LFO1 レート
これは、LFO1 が "Group Rate" モードで使用されている場合にそのレートをコントロールするために使用します。その場合、このノブ
は LFO1 セクションのレートパラメーターよりも優先されます。詳細は「LFO」をご参照ください。

Portamento（ポルタメント）
これはポルタメントをコントロールするために使用されます。ポルタメントは、演奏したノート間で鍵盤を押すと即座にピッチが変化
するのではなくピッチをなめらかにつなげるために使用するパラメーターです。このノブは、ある音から次の音にピッチが移動するま
での時間を設定するのに使用します。

レガートモードでは、レガートな（つながった）ノートを演奏しているときのみポルタメントがかかります。

ノブを左に回しきると、ポルタメントは無効になります。
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シンセパラメーター
Modulation（モジュレーション）コントロール

前に説明したように、モジュレーションホイール（およびエクスターナルコントロールホイール）は様々なパラメーターをコントロー
ルするのに使用できます。これらは、ホイールがどのパラメーターをどれくらいモジュレートするのかをユーザー自身で定義すること
ができます。

D 各ノブの下には "W" と "X" の文字があります。
これらはパラメーターをコントロールするソースを選択するのに使用され、それぞれ「モジュレーションホイール」「エクスターナ
ルコントロールホイール」を意味します。

D いずれかの文字をクリックすることで、どのソースがパラメーターをコントロールするかを決定します。
一つもしくは両方を選択することや両方とも選択しないこともできます。文字が明るくなっているときには、対応するソースがパ
ラメーターをコントロールするように設定されています。

D ノブを回すことで、モジュレーションホイールやエクスターナルコントロールホイールが対応するパラメーターをどれくらいモ
ジュレートするかを決定します。

全てのノブはバイポーラー型であることに気をつけてください、これはノブが中央にあるときにはパラメータは変更されないことを意
味します。正の値を設定するにはノブを右に、負の値を設定するには左に回します：

･ これらを正の値に設定することは、ホイールが前に押されたときに対応するコントロールパラメーターの値が増加することを意味
します。

･ これらを負の値に設定することは、ホイールが前に押されたときに値が減少することを意味します。

･ ノブを中央に保つことは、モジュレーションコントロールは適用されないことを意味します。

これらのルールには一つ例外があります。それは "LFO 1 AMT" コントロールで、多少異なる動作をします。これに関する詳細は下をご
参照ください。

以下のパラメーターはモジュレートすることができます：

F.FREQ
フィルターのカットオフ周波数（「Filter（フィルター）セクション」をご参照ください）のモジュレーションコントロールを設定しま
す。

Mod Dec
モジュレーションエンベロープ（「Mod Envelope（モジュレーションエンベロープ）」をご参照ください）のディケイパラメーターの
モジュレーションコントロールを設定します。
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LFO 1 Amt
LFO 1 によるモジュレーション量がモジュレーションホイールおよびエクスターナルコントロールホイールによってどの程度影響され
るかを決定します。LFO 1 セクションの３つのノブ（Pitch / Filter / Level。詳細は「LFO」参照）を用いてこのモジュレーション量を調
整します。以下の例はその説明です。

T モジュレーションホイールを使用してピッチモジュレーション（ビブラート）を増加させる手順は以下の通りです：

1. モジュレーションホイールを完全に下げ、モジュレーションがかからない状態にします。
2. モジュレーションセクション内の "LFO 1 AMT" の "W" ボタンをオンにします。
3. "LFO 1 AMT" ノブを 12 時方向（値は 0）に設定します。
4. LFO 1 を設定してモジュレーションホイールが完全に上がったときに希望するビブラートがかかるようにします。
5. モジュレーションホイールが完全に下がっているときに希望するビブラートが聞こえるまで "LFO 1 Amt" を増加させます。

もし "LFO 1 Amt" を上げきると、モジュレーションホイールが下がりきっているときにはビブラートはかかりません。

逆に、モジュレーションホイールを利用してビブラートを減らす方法は以下の通りです：

1. モジュレーションホイールを下げきり、モジュレーションがかからにようにします。
2. モジュレーションセクション内の "LFO 1 AMT" の "W" ボタンをオンにします。
3. "LFO 1 AMT" ノブを 12 時方向（値は 0）に設定します。
4. LFO 1 を設定してモジュレーションホイールが完全に下がったときに希望するビブラートがかかるようにします。
5. モジュレーションホイールを上げきります。
6. モジュレーションホイールが上がりきったときに希望するビブラートが聞こえるまで "LFO 1 Amt" を減少させます。

もし "LFO 1 Amt" を下げきると、モジュレーションホイールが上がりきっているときにはビブラートはかかりません。

F.RES
フィルターのレゾナンスパラメーター（「Filter（フィルター）セクション」をご参照ください）のモジュレーションコントロールを設
定します。

Level
各ゾーンのアンプリチュードエンベロープモジュレーションの量を設定します。ここで設定された値はアンプエンベロープの最大値に
なります。

LFO 1 Rate
LFO 1 のレートパラメーター（「LFO」をご参照ください）のモジュレーションコントロールを設定します。
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Velocity（ベロシティー）コントロール

ベロシティーは、鍵盤を弾く強さに従って様々なパラメーターをコントロールするために利用されます。典型的なベロシティーの使用
法は、鍵盤を強くたたいたときにサウンドを明るく大きくすることです。このセクションのノブを使用して、ベロシティーによって
様々なパラメーターがどのように影響を受けるかをコントロールすることができます。

モジュレーションコントロールと同様に、全てのベロシティーコントロールノブはバイポーラー型で正負の両方の値を設定することが
できます。

･ これらを正の値に設定することは、激しく演奏するにつれてコントロールされるパラメーター値が増加することを意味します。

･ これらを負の値に設定することは、激しく演奏するにつれてコントロールされるパラメーター値が減少することを意味します。

･ ノブを中心に保つことは、ベロシティーコントロールは適応されないことを意味します。

以下のパラメーターはベロシティーコントロールすることができます。

F.Freq
フィルターのカットオフ周波数（「Filter（フィルター）セクション」をご参照ください）のベロシティーコントロールを設定します。

Mod Dec
モジュレーションエンベロープ（「Mod Envelope（モジュレーションエンベロープ）」をご参照ください）のディケイパラメーターの
ベロシティーコントロールを設定します。

Level
アンプエンベロープのベロシティーコントロールを設定します。

Amp Env Attack
アンプリチュードエンベロープのアタックパラメーター（「Amp Envelope（アンプエンベロープ）」をご参照ください）のベロシ
ティーコントロールを設定します。

Sample Start
サンプルスタートパラメーター（「Sample Start（サンプル開始位置）と Sample End（サンプル終了位置）」をご参照ください）のベロ
シティーコントロールを設定します。これにより演奏する強さに従ってサンプルスタート位置を前もしくは後ろにずらします。

これを使用して、強く演奏したときや弱く演奏したときにサンプルのアタック部分がどの程度聞こえるかをコントロールすることがで
きます。このパラメーターの負の値を使用できるようにするためには、サンプルパラメーターのサンプルスタートを増加させる必要が
あります。
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Pitch（ピッチ）セクション

このセクションはゾーンのピッチや周波数をコントロールするのに関係した複数のパラメーターを含みます。

Pitch Bend Range
これを使用して、ピッチベンドの量すなわちピッチベンドホイールを上または下に回しきったときにどれくらいピッチが変化するかを
設定します。

ピッチを設定する
サンプルのピッチを変更するには "Octave"、"Semi"、"Fine" と記された３つのノブを使用します。

･ Octave
オクターブ単位でピッチを変更します。設定できる範囲は -5 － 0 － 5 です。

･ Semi
半音単位でピッチを変更します。設定できる範囲は -12 － 0 － 12（2 オクターブ）です。

･ Fine
セント（半音の 100 分の 1）単位でピッチを変更します。設定できる範囲は -50 － 0 － 50（上下それぞれ半音の半分ずつ）です。

K. Track
このノブはピッチのキーボードトラッキングをコントロールします。

･ 中心の位置では各キーは半音階になります。これは通常の設定です。

･ 左に回しきると全てのキーは同じピッチで演奏されます。これは、ティンパニのようなパーカッションで、ある範囲のキーを同じ
ピッチで演奏したい場合に便利です。

･ 右に回しきると、キーボード上の各鍵盤の間は 1オクターブになります。
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Filter（フィルター）セクション

フィルターはサウンドの特徴を形成するのに使用されます。NN-XT のフィルターは 6 つの異なるフィルタータイプを持つマルチモー
ドフィルターです。

D フィルターの有効 / 無効を切り替えるには、右上の角の "ON / OFF" ボタンをクリックします。
フィルターが有効のとき、ボタンが点灯します。

フィルターモード
フィルターモードを選択するには、右下の隅の "MODE" ボタンをクリックするかフィルターの名前を直接クリックするかして名前の横
のライトを点灯させます。

･ Notch
ノッチフィルターは、カットオフフリーケンシー周辺の狭い範囲の周波数をカットしてそれ以上とそれ以下の部分を通過させるた
めに使用されます。

･ HP 12
12 dB / Octave のロールオフスロープを持つハイパスフィルターです。ハイパスフィルターは低い周波数をカットして高い周波数を
通過させます。すなわち、カットオフフリーケンシー以下の周波数はカットされ、それ以上の周波数は通過します。

･ BP 12
12 dB / Octave のロールオフスロープを持つバンドパスフィルターです。バンドパスフィルターはノッチフィルターの反対とみなす
ことができます。これは高い周波数と低い周波数の両方をカットし、バンド幅内の周波数を通過させます。

･ LP 6
6 dB / Octave の緩やかなスロープを持つローパスフィルターです。ローパスフィルターはハイパスフィルターの反対です。これは
低い周波数を通過させ高い周波数をカットします。このフィルターにはレゾナンスはありません。

･ LP 12
12 dB / Octave のロールオフスロープを持つローパスフィルターです。

･ LP 24
24 dB / Octave のかなり急峻なロールオフスロープを持つローパスフィルターです。
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フィルターコントロール
以下のフィルターコントロールが利用できます：

･ FREQ
フィルターカットオフフリーケンシーを設定するために使用されます。カットオフフリーケンシーは、それ以上もしくはそれ以下

（フィルタータイプによります）の周波数がカットされる境界を決定します。例としてローパスフィルターの場合には、カットオフ
フリーケンシー以下の周波数は通過できますが、それ以上の周波数はカットされます。ノブを右に回すに従ってカットオフフリー
ケンシーは高くなります。

q「Mod Envelope（モジュレーションエンベロープ）」で説明されるように、フィルターフリーケンシーをモジュレーションエンベ
ロープでモジュレートする手法は非常に一般的です。

･ RES
技術的には、このノブはフィルターの出力をそれ自身に入力するフィードバックをコントロールします。

聴覚上はカットオフフリーケンシー周辺の周波数を強調します。例えば、ローパスフィルターでは、"RES" を増加させるとサウンド
はどんどんこもっていき、ついには「共鳴」し始めます。"RES" パラメーターに大きな値を設定してフィルターフリーケンシーを変
化させると、古典的なシンセサイザーのフィルタースィープサウンドが得られます。

ノッチフィルターおよびバンドパスフィルターでは、レゾナンスの設定はバンドの幅を調節します。すなわち、レゾナンスの設定
が大きくなると、フリーケンシーがカット（ノッチ）もしくは通過（バンドパス）する幅が狭くなっていきます。

･ K. TRACK
フィルターフリーケンシーのキーボードトラッキングを有効にしたりコントロールしたりします。キーボードトラッキングが有効
の場合、設定されたフィルターカットオフフリーケンシーはキーボードで演奏されるノートに応じて変化します。すなわち、キー
ボードで高い音を演奏するほどフィルターフリーケンシーが高くなったり、反対に低くなったりします。

ノブが中央の位置にあるときには、キーボード上にわたって倍音構成が一定になるようにフィルターフリーケンシーが調節されま
す。

キーボードトラッキングはデフォルトでは無効になっています（ノブは左に回りきっています）。これはフィルター周波数がキー
ボードのどこを演奏するかに関わらず変化しないことを意味します。

Mod Envelope（モジュレーションエンベロープ）

モジュレーションエンベロープは、あるパラメーターやデスティネーション（目標）が時間軸上で、ノートが打鍵された瞬間から放さ
れるまでの間、どのように変化するかをコントロールします。

使用できるデスティネーションは以下のものです：

･ ピッチ

･ フィルター周波数
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パラメーター
使用できるコントロールパラメーターは以下の通りです：

･ A（アタック）
キーボードの鍵盤を押した瞬間、エンベロープがトリガーされます。アタックパラメーターは、コントロールされるパラメーター

（ピッチまたはフィルター）が鍵盤を押したときに最大値に達するまでに要する時間をコントロールするパラメーターです。アタッ
クの値を 0 に設定することで、デスティネーションのパラメーターは即座に最大値になります。アタックパラメーターを増加させ
ていくと、コントロールされる値は反対にゆっくりと最大値まで滑り上がっていくことになります。

･ HOLD（ホールド）
コントロールされるパラメーターが再び減少し始めるまで最大値に留まる時間を決定するために使用されます。これはアタックや
ディケイパラメーターと組み合わせて、値が最大値に達してしばらく留まった（ホールド）のち徐々にサスティーンレベルに低下
していくような使用ができます。

･ D（ディケイ）
デスティネーションの値が最大値に達してホールドタイムが過ぎた後、コントロールされるパラメーターは徐々にサスティーンレ
ベルに低下し始めます。サスティーンレベルに達するまでにどれくらい要するかはディケイパラメーターでコントロールします。
ディケイが 0 に設定されると値は即座にサスティーンレベルまで低下します。

･ S（サスティーン）
サスティーンパラメーターはディケイの後にエンベロープが降りてきて到達する値を決定します。しかしサスティーンを最大値に
設定すると、値が減少しないのでディケイの設定は関係なくなります。

ディケイとサスティーンの組み合わせは、最大値まで上がったあと徐々に低下してゼロと最大値の間のいずれかのレベルに留まる、
というエンベロープを作成するのに使用されます。

･ R（リリース）
これはディケイパラメーターと似た働きをしますが、こちらは鍵盤が離された後値がゼロに戻るまでに要する時間を決定します。

･ DELAY（ディレイ）
これは、ノートが演奏されてからエンベロープの効果がスタートするまでのディレイを設定するのに使用されます。すなわち、サ
ウンドはモジュレートされずにスタートし、エンベロープは鍵盤をしばらく押し続けた後に開始されます。ノブを右に回すとディ
レイタイムが増加します。ノブを左に回しきるとディレイは生じません。

･ KEY TO DECAY（Mod Env ディケイのキーオフセット）
これを使用すると、キーボードのどこを演奏するかに従ってディケイパラメーター（上をご参照ください）の値にオフセットをか
けることができます。ノブを右に回すと、高いノートを演奏するほどディケイの値が増加します。またノブを左に回すと、高い
ノートを演奏するほどディケイの値が減少します。ノブが中心位置のときにはこのパラメーターは機能しません。

デスティネーション
モジュレーションエンベロープのデスティネーションとして使用できるのは以下のものです：

･ PITCH
ピッチセクション（「Pitch（ピッチ）セクション」をご参照ください）で設定されたピッチを、エンベロープでモジュレートしま
すノブを右に回すとピッチが上昇し、左に回すとピッチが下降します。中心の位置ではピッチはエンベロープの影響を受けません。

･ FILTER
フィルターのカットオフフリーケンシー（「Filter（フィルター）セクション」をご参照ください）をエンベロープでモジュレート
します。ノブを右に回すと周波数が増大し、左に回すと周波数が減少します。中心の位置ではエンベロープはカットオフフリーケ
ンシーに影響を与えません。
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Amp Envelope（アンプエンベロープ）

アンプリチュードエンベロープパラメーターはサウンドのボリュームが時間軸上で - ノートが打鍵されてから放される瞬間まで - どの
ように変化するかをコントロールします。

パラメーター
アンプリチュードエンベロープパラメーターの大部分はモジュレーションエンベロープのものと同じです。ですので、以下のパラメー
ターに関する詳細は「Mod Envelope（モジュレーションエンベロープ）」のモジュレーションエンベロープセクションをご参照くださ
い。

･ A（アタック）

･ HOLD（ホールド）

･ D（ディケイ）

･ S（サスティーン）

･ R（リリース）

･ DELAY（ディレイ）

･ KEY TO DECAY（Mod Env ディケイのキーオフセット）

以下はアンプエンベロープセクションに固有のパラメーターです：

･ LEVEL
このノブはゾーンの音量を設定します。右に回すとレベルが増加します。

･ SPREAD と PAN MODE
これら２つのパラメーターはサウンドのステレオポジション（Pan）をコントロールするために使用されます。"SPREAD" ノブはス
テレオイメージ中でのサウンドの幅（ノートを左右にどのくらい広げるか）を決定します。これが 0 に設定されるとサウンドは広
がりません。モードセレクトスイッチは適用したいスプレッドのタイプを選択するのに使用されます :
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･ PAN
ゾーンがルーティングされているアウトプットペアのステレオバランスをコントロールします。中心の位置では信号はステレオペ
アの左右のチャンネルから同じ強さで出てきます。ノブを左または右に回すとステレオバランスを変更することができます。

例えば、"PAN" ノブを左に回しきった場合には、信号はステレオペアの左チャンネルからしか出力されないことに注意してください。

もし必要ならば、このことを利用してステレオアウトプットを２つの独立したモノアウトプットとして扱いうことができます。

ゾーンをアウトプットペアにルーティングする方法については「Out（出力先）」をご参照ください。

LFO

NN-XT は LFO と LFO2 の 2 つのローフリーケンシーオシレーター（LFO）を装備しています。通常のオシレーターは波形と周波数を生
成してサウンドを鳴らします。一方ローフリーケンシーオシレーターも波形と周波数を生成しますが、2 つの大きな違いがあります：

･ LFO は低周波数のサウンドのみを生成します。

･ LFO はサウンドを鳴らさず、代わりに様々なパラメーターをモジュレートするのに使用されます。

LFO の最も典型的な使用法は、サウンド（オシレータや、NN-XT の場合にはサンプルによって生成されます）のピッチにモジュレー
ションをかけてビブラートを作り出すことです。

LFO 1 と LFO 2 の違いについて
LFO 1 と LFO 2 の間には２つの基本的な違いがあります：

･ LFO 2 は常にキーシンクします、すなわち、鍵盤を押すたびに LFO波形は最初からスタートします。LFO 1 はキーシンクするモー
ドとしないモードを切り替えることができます。

･ LFO 2 には波形が "Triangle" １つしかありません。

LFO では、下記のパラメーターが利用できます。

RATE（LFO 1 および 2）
このノブは LFO の周波数をコントロールします。モジュレーションのレート（速度）を速くするにはノブを右に回します。

LFO 1 の "RATE" ノブは、LFO をソングのテンポに同期させるときの時分割の設定にも使用されます（下記をご参照ください）。

|モード |説明
KEY このモードではキーボードの高音にいくにつれて、徐々に左から右へ Pan が変化していきます。

KEY2 このモードでは、鍵盤 8 個ごとに Pan が左から右へ、その後右から左へと変化します。隣接する４つの半音を演奏すると Pan は左
から右へ徐々に移動します。この上の４つの半音では同様に右から左に Pan が変化します。その後もこの周期が繰り返します。

JUMP このモードでは、ノートが演奏されるたびに Pan は左と右の間をジャンプします。
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DELAY（LFO 1 および 2）
これは、ノートが演奏されてから LFO モジュレーションが徐々にかかり始めるまでのディレイを設定するのに使用されます。これを
利用して、はじめはモジュレートがかかっておらず、鍵盤をしばらく押したままにした後に LFO モジュレーションがかかり始めるよ
うなサウンドを作成することができます。

ノブを右に回すとディレイタイムが増加します。

MODE（LFO 1 のみ）
LFO のオペレーションモードを設定します。ボタンをクリックして使用するモードを切り替えます：

･ GROUP RATE
このモードでは、LFO はここで設定した値ではなくグループに対してグループセクションで設定したレートで動作します（「グルー
プパラメーター」をご参照ください）。この場合、グループ内の全てのゾーンは全く同じモジュレーションレートになります。

･ TEMPO SYNC
このモードでは、LFO はソングのテンポに 16 通りの可能な時分割のうちの 1 つで同期します。

! テンポシンクが有効になっているとき、"RATE" ノブは希望の時分割を選択するのに使用されます。"RATE" ノブを回して時分割の
表示をツールティップで確認してください。

･ FREE RUN
フリーランモードでは、LFO は単純にレートパラメーターの設定通りに動作します。さらにキーシンクが無効になっている場合に
は、モジュレーション周期は鍵盤を押してもリトリガーされず、切れ目なく動作します。

波形（LFO 1 のみ）
ここでは、パラメーターをモジュレートするための波形を選択します。

ボタンをクリックして以下の波形を切り替えます：

! LFO 2 は常に "Triangle" 波形を使用します。

|Waveform | Description
Triangle

（三角波）
通常のビブラートに適したなめらかな波形です。

Inverted Sawtooth
（逆のノコギリ波）

"上に傾いた" サイクルを発生します。オシレーターの周波数に使用すると、ピッチが上がっていき、
その直後に再度同じサイクルが発生します。

Sawtooth
（ノコギリ波）

上の説明の反対に " 下に傾いた " サイクルを発生します

Square
（パルス波）

トリルなどに使用できる 2 つの値の間で急に変化するサイクルを発生します。

Random
（ランダム波）

ランダムな波形を発生します。ビンテージアナログシンセの中にはこの特徴を『サンプル＆ホールド』
と呼ぶものもあります。

Soft Random
（ソフトランダム波）

上記と同じですが、なめらかなモジュレーションです。
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キーシンク（LFO 1 のみ）
キーシンクを有効にすることで、鍵盤を押すたびに LFO のモジュレーションサイクルを強制的にリスタートさせます。

! LFO 2 は常にキーシンクを使用します。

LFO 1 のデスティネーション
LFO 1 でモジュレートできるパラメーターは、次の通りです：

･ PITCH
ピッチやトリルなどのために、LFO によるモジュレートをピッチにかけます。これは -2400 から 0 から +2400 セント（4 オクター
ブ相当）の範囲で設定することができます。設定されたピッチは各モジュレーションサイクルでこの量だけ上下に変化します。ノ
ブを右に回すと設定されたピッチの上側にモジュレーションサイクルがスタートし、左に回すとサイクルが上下反転します。ノブ
を中央の位置に保つとピッチは LFO の影響を受けません。

･ FILTER
オートワウエフェクト等のために、LFO によるモジュレートをフィルターのカットオフ周波数にかけます。正 / 負の効果はピッチ
の場合と同じです。

･ LEVEL
トレモロエフェクト等のために、LFO によるモジュレートを NN-XT のアウトプットレベルにかけます。正 / 負の効果はピッチの場
合と同じです。

LFO 2 のデスティネーション
LFO 2 でモジュレートできるパラメーターは、次の通りです：

･ PAN
ゾーンの Pan に LFO によりモジュレーションをかけます。サウンドはステレオフィールドの中で左右に移動します。ノブを左に回
すとサウンドは左から右へ、右に回すと右から左へ移動します。中央の位置ではモジュレーションは全くかかりません。

･ PITCH
LFO 1（上をご参照ください）の場合とちょうど同じように、LFO 2 によるモジュレーションをピッチにかけます。範囲も LFO 1 の
ものと同じです。

接続
NN-XT のバックパネル上には多くのコネクターがあり、それらの殆どは CV / Gate 関連の物です。CV / Gate の使用に関しては「オー
ディオと CV のルーティング」で説明されています。

Sequencer Control（シーケンサーコントロール）
"SEQUENCER CONTROL" の CV / Gate 入力を使用すると、NN-XT を他の CV / Gate デバイス（典型的なのは Matrix や REDRUM です）か
ら演奏することができます。CV 入力への信号はピッチをコントロールし、GATE 入力への信号はノートのオン / オフとベロシティーを
伝えます。
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Moduration Input（モジュレーション入力）
これらのトリムつまみ付きのコントロールボルテージ（CV）入力を使用すると、NN-XT の様々なパラメーターを他のデバイスから調
節することができます。これらの入力は以下のパラメーターをコントロールできます：

･ Oscillator Pitch

･ Filter Cutoff Frequency

･ Filter Resonance

･ LFO 1 Rate

･ Master Volume

･ Pan

･ Modulation Wheel

Gate Input（ゲート入力）
これらの入力は CV 信号を受信して次のエンベロープをトリガーすることができます：

･ Amplitude Envelope

･ Modulation Envelope 

これらに接続すると通常のエンベロープのトリガーよりも優先されることに注意してください。例えば、Matrix の "Gate Out" を "Gate 
In" の "Amp Envelope" に接続すると、アンプエンベロープは Matrix の "Gate Out" にコントロールされるため、ノートを演奏してもエ
ンベロープはトリガーされません。さらに、押している鍵盤は "Gate Out" がトリガーするエンベロープのみ聞くことができます。

Audio Output（オーディオ出力）
NN-XT のバックパネルには８つの独立したステレオペアの計 16 のオーディオ出力ジャックがあります。新しい NN-XT デバイスを作成
したときには、最初の出力ペア（1L と 2R）がオーディオミキサーの使用可能な最初のチャンネルに自動でルーティングされます。

他の出力ペアが自動でルーティングされることはありません。もし他の出力ペアのいずれかを使用したいならば、これらを手動で希望
のデバイス（主にミックスチャンネルデバイス）に接続する必要があります。ルーティングの基本は「オーディオと CV のルーティン
グ」にて説明されています。

! 最初のペア以外の出力ペアを使用するとき、実際にサウンドを出力するためには１つ以上のゾーンを出力へルーティングする必要
があることに注意してください。これは全てのゾーンはデフォルトで出力 1および 2にルーティングされているためです。ゾーン
を他の出力にルーティングする方法は「Out（出力先）」にて説明されています。



第 29章
Dr. Octo Rex ループ
プレーヤー
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イントロダクション

Dr. Octo Rex ループプレーヤーは、REASON バージョン１から含まれていた Dr. Rex ループプレーヤーの後継モデルです。Dr. Octo Rex
は８つのパターンメモリーにそれぞれ８つの REX ループを同時にロードし、これらのループやスライスを柔軟に切り替えることがで
きます。Dr. Octo Rex ループプレーヤーは先代 Dr. Rex デバイスと完全に互換性を保ちます。旧バージョンでは Dr. Rex で使用していた
REX ループは、　Dr. Octo Rex デバイスで開き、再生されます。この際の再生音は、Dr. Rex でのサウンドと全く同じになります。

Dr. Octo Rex ループプレーヤーは Propellerhead Software 製品である ReCycle! で作成したファイルを再生またはエディットできます。
ReCycle! とはサンプリングされたループに特化したプログラムです。ループを " スライス " して、各ビートの個別のサンプルを作るこ
とによって、ピッチに影響を与えずにループのテンポを変化させ、またループをあたかも個々のサウンドで構成されているかのように
エディットすることが可能です。

ReCycle ループ
Dr. Octo Rex を完全に理解するには、ドラムループを「ReCycle」するという意味を理解する必要があります。あるドラムループのサ
ンプルを、作業しているトラックに使用したいと想定してください。ループが 144 bpm であるのに対しトラックは 118 bpm です。あ
なたはどうしますか？もちろん、ループのピッチを下げることは可能です。しかしそれではループのサウンドが変わってしまいます。
また、ループにピッチ要素が含まれているとしたら、ループはもはやあなたの曲に合わなくなってしまうでしょう。ループをタイムス
トレッチすることもまた可能です。ピッチは変わりませんが、ループのサウンドは変わってしまいます。通常は結果としてループから
パンチをなくしてしまいます。

サンプルをストレッチする代わりに、ReCycle! はループを細かい断片にスライスすることにより、各ドラムヒット（もしくは何のサウ
ンドでも）を個別のスライスにします。これらのスライスは外部のハードウェアサンプラーにエクスポートするか、もしくは REX
ファイルとして保存し、Reason Essentials で使用できます。ループがスライスされると、どんなテンポにでも自由に変えることができ
ます。スライスはシーケンサーの中で別々に移動することができるので、フィルやバリエーションを作成することも可能です。
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REX ファイルフォーマットについて
Dr. Octo Rex は次のフォーマットの REX ファイルを読み込めます：

･ REX (.rex) 
以前のバージョンの ReCycle!（Mac プラットフォーム）で作られたファイルフォーマットです。

･ RCY (.rcy) 
以前のバージョンの ReCycle!（Windows プラットフォーム）で作られたファイルフォーマットです。

･ REX 2 (.rx2) 
ReCycle! 2.0 で作成された Mac / PC 両プラットフォーム共通のファイルフォーマットです。REX との大きな違いは REX2 がステレオ
ファイルをサポートしている点です。

! Dr. Rex と違い、Dr. Octo Rex はデバイスパネル設定情報をパッチ（.drex）で保存、ロードできます。REX ファイルと関連したパネ
ル設定は、他のパッチと同じくソングファイルにも保存されます。

Dr. Octo Rex パッチの読み込みと保存
Dr. Octo Rex パッチの読み込みと保存は他のパッチデバイスと同様の方法で行えます（「パッチの選択」と「パッチの保存」参照）。

Dr. Octo Rex パッチは最大８つの REX ループから構成されます。Dr. Octo Rex パッチを読み込むと REX ループも自動的にループスロッ
トにロードされ、それぞれの名前が各ボタン下のディスプレイに表示されます。

Dr. Octo Rex パッチフォーマットについて
Dr. Octo Rex パッチ（.drex）にはすべてのパネルとシンセパラメーター設定に加え、すべての REX ループ（最大８つ）への参照情報も
含まれます。REX ファイル自体はパッチに含まれないので、別途コンピューター上になければなりません。

ループの再生
1. ”Enable Loop Playback”（ループ再生をオン）ボタンがオン（点灯）であることを確認します。

2. 希望するループスロットボタンをクリックします。
3. ”Run”（再生）ボタンをクリックしてループの再生を開始します。

選択したループスロットのループが、トランスポートパネルで設定したテンポでループ再生されます。テンポを変えるとループテ
ンポは追従します。

D またMIDI（D0 キー）でループを 1回再生できます。
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D 既にレコーディングした他のデバイスのシーケンサーデータやパターンと同時にループを再生するには、シーケンサーの再生ボタ
ンをクリックします。
ループは自動的にシーケンサーと完全に同期して再生します。

再生ループスロットの切り替え
異なるループスロットのループの切り替え方法は、Redrum デバイスなどのパターンの切り替えと類似しています

1. Dr. Octo Rex デバイスの ”Enable Loop Playback”（ループ再生をオン）ボタンをオンにします。
2. ”Run” ボタンをクリックするか、シーケンサー再生を開始します。
3. 異なるループスロットボタンをクリックしてループを切り替えます。

ループがロードされていないループスロットを選択した場合、何も再生されません。

Trig Next Loop（次のループのトリガー）機能
”Trig Next Loop” 機能はループスロット（またはキー）を押してから新しいループがトリガーされるまでのタイミングを司ります。こ
れにより、再生中に行うループ切り替えの「精度」を変えられます。

D ”Bar”（小節）ボタンをオンにすると、現在のループの次の小節の頭でループは切り替わります。

D ”Beat”（拍）ボタンをオンにすると、現在のループの次の拍でループは切り替わります。

D ”1/16”（16 分音符）ボタンをオンにすると、現在のループの次の 16分音符でループは切り替わります。

シーケンサーのパターンオートメーションを使ったループ切り替え
ループスロットの切り替えは、メインシーケンサーのパターンオートメーションを使ってオートメーションできます。

! パターンオートメーションを用いる際、上記の ”Trig Next Loop” 機能は無視され、ループスロットの切り替えは瞬時に行われます。

パターンオートメーションに関する詳細は「パターンオートメーションのレコーディング」をご参照ください。

! 鉛筆ツールを使ってパターンオートメーションクリップを書き込み、インスペクターでパターンの選択を行う場合、バンクの選択
は必要ありません - なぜならDr. Octo Rex にはバンクがないからです。

MIDI キーボードからの再生トリガーとループスロットの選択
MIDI キーボードのキーから再生、停止、そしてループスロットの選択をリアルタイムで制御できます。キー E0 から B0 でループス
ロット 1-8 を選択し、同時に再生を開始します。この際、ループは繰り返し再生され、D#0 キー押すと再生停止します。”Run” ボタン
もしくはメインシーケンサーの停止ボタンでも再生停止できます。キーを押してから実際にループスロットが切り替わるまでのタイミ
ングは ”Trig Next Loop” 機能で設定します（「Trig Next Loop（次のループのトリガー）機能」参照）。

! 注：”Enable Loop Playback” ボタンはオンである必要があります。
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下図はループスロットの選択 / 再生とループ再生の停止に用いるキーを示しています：

･ Dr. Rex との互換性を保つため、D0キーは ”Notes To Slot”（ノート受信スロット）で選択されているループスロットの REX ループ
を再生します（「Note To Slot（ノート受信スロット）」参照）。
ループは 1 回再生され（ワンショット）、この間は停止することはできません。

ループの追加
Dr. Octo Rex ループプレーヤーにループ（最大８つ）を追加するには、以下のように行います：

1. ループエディターパネルを開きます。
2.（最初）の REX ループを追加したいループスロットを選択します。

3. ループスロットボタンの左にあるフォルダーボタンをクリックして REXループブラウザを開きます。
または ” 編集 ” メニューもしくはデバイスのコンテクストメニューから ” ループを選択 ” を選択します。

4. ブラウザにて希望するループを見つけ、選択します。
ブラウザのオーディションセクションにて、読み込み前のループを試聴できます。

D 複数のループを選択するには [Ctrl](Win)/[Cmd](Mac) を押さえながらクリックします。
隣り合ったループをまとめて選択するには [Shift] を押さえながら最後のファイルをクリックします。

5. ”OK” をクリックすると、選択したファイルがループスロットに読み込まれます。
! 複数のループを選択し開いた場合、最初のループが選択したループスロットにロードされ、その他のループは順番に残りのループ
スロットにロードされます。

! 新しい REX ファイルを読み込むと、現在スロットにロードされているファイルは入れ替えられます。

オンザフライでループをロードする
ループをチェックする実用的なもう一つの方法は、オンザフライ、つまり再生中にループをロードする方法です。前にレコーディング
したその他のシーケンサーデータやパターンに対して大量のループをチェックしたい場合に特に有効です。次のように行います：

1. Dr. Octo Rex デバイスの ”Enable Loop Playback”（ループ再生をオン）ボタンをオンにして、シーケンサーの再生を開始します。
REX ループとシーケンサーは同期します。

2. 次にブラウザを開いて、新しい REX ファイルをロードします。
一瞬音が消えた後、新しいファイルがロードされ、シンクが維持されたまま再生されます。

3. 適切なループが見つかるまで、ステップ 2を繰り返します。
D 同じフォルダーの中でループを試す最も早い方法は、ループ名ディスプレイのとなりにある矢印キーを使うことです。

または、ループ名ディスプレイをクリックして現れるポップアップメニューから新しいループを選択することが可能です。
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ループの取り除き
D ループスロットからループを取り除くには、”編集”メニューまたはデバイスパネルコンテクストメニューから”ループを削除”を選
択します。

ループスロット間のループのカット /コピーとペースト
１つのループスロットから別のループスロットにループをカット / コピーするには次のように行います：

1. カット / コピーしたいループが入っているループスロットのボタンをクリックします。
2. ” 編集 ” メニューまたはパネルコンテクストメニューから ”ループをカット ”または ”ループをコピー ”を選択します。
! 正しいコンテクストメニューを開くにはパネル（ボタンやノブでは不可）をコンテクストクリックしなければなりません。

3. 移動先のループスロットのボタンをクリックし、”編集 ”メニューまたはパネルコンテクストメニューから ”ループをペースト ”を
選択します。
これでペーストしたループを自由に編集できます（「スライスの取り扱い」参照）。

個別ループスライスの再生
”Run”（またはシーケンサーの再生）機能で REX ループ全体を再生するだけでなく、MIDI マスターキーボードを使ってループのスライ
スを個別に再生できます。これにより Dr. Octo Rex を通常のサンプラーのように、異なるキーで異なるスライスを演奏できます。

スライスは自動的に半音ごとに分配されます。最初のスライスは MIDI ノート C1、2 つ目は C#1、というように 1 ノートにつき１スラ
イスがアサインされます。ノート範囲は REX ループのスライス数によって異なります。

D MIDI マスターキーボードから制御する REX ループを選択するには、”Note To Slot”（ノート受信スロット）ノブで希望するループス
ロットを選びます：

ループスロット 1-8 から選択でき、選択されたスロットは LED の点灯で示されます。

シーケンサーノートの作成
REX ループのスライスはそれぞれシーケンサートラックの個別 MIDI ノートとして移すことができます。これにより REX ループの各サ
ンプルに対して、細かい制御が可能になります。スライスからシーケンサーノートを作成するには次のように行います：

1. Dr. Octo Rex デバイスに関連したシーケンサートラックを選択します。
2. REX ノートを生成したい時間範囲を左右ロケーターで設定します。
3. シーケンサートラックへコピーしたい REX ループが入っているループスロットを選択します。
4. ”Copy Loop To Track”（ループをトラックにコピー）ボタンをクリックします。
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プログラムは選択されたループスロットの REX ループを構成する各スライスに相当するノートを、新しいクリップに作成します。こ
れらのノートは元のスライスのタイミングどおりに配置されます。ノートは半音ステップで分配され、最初のノートは C1、1 つ目は
C#1 という具合に、1 スライスにつき 1 ノート作成されます。

作成されたノートに加え、ノート受信スロットパラメーター（「Note To Slot（ノート受信スロット）」参照）もパフォーマンスコント
ローラーとしてクリップに含まれます。これにより Dr. Octo Rex はノートの生成元であるループスロットを知ることができるため、
ループスライスを正しいループスロットで再生できます。

アレンジモードでのループクリップ。

... エディットモードでの同一クリップ。一番下にはノート受信スロットパラメーターがパフォーマンスコントローラーとして含まれます。

5. ”Enable Loop Playback” パラメーターをオフにします。

これはシーケンサーのノート再生によってループ再生を行うので、”Run” 機能による再生の必要はなくなるからです。”Enable Loop 
Playback” がオンのままだと、シーケンサーノートと重なって再生することになります。

シーケンサー内の再生をオンにすると、シーケンサートラック上のノートが再生されます。これらのノートは、ノート受信スロットパ
ラメーターが指定するループスロットの REX ループのスライスを、正しい順番かつ元のタイミングを維持しながら再生します。お楽
しみはこれからです！
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･ 左右ロケーターの間隔が REX ループの長さより大きい場合、クリップは繰り返されます。

REX ループの長さは 1 小節で、ロケーターの間には 4 小節あるため、クリップはノートレーンで 4 回繰り返されます。

･ ”Copy Loop To Track”（ループをトラックにコピー）機能は必ず完全なクリップを作成します。このため最後のクリップは右ロ
ケーター位置からはみ出ることもあります。

この REX ループの長さは 4 小節です。ロケーターの間には 2 小節しかないため、クリップは右ロケーターの位置からはみ出ます。

! REX ループのスライスに ”Alt”（オルタネート）機能を使用している場合、これらのスライスは ”Copy Notes To Track” 機能を実行
するたびに異なるノート番号を生成します。詳しくは「Alt（オルタネートグループ）パラメーターについて」をご参照ください。

q 希望する場合は手動でクリップの長さを 2小節に変えられます（右クリップハンドルをドラッグする）。最後の 2小節はマスクされ、
再生されません（「クリップのサイズ変更（マスク）サイズ変更」参照）。

･ クオンタイズまたはノートを移動してループ内のグルーヴを変更することができます。

･ ノートをトランスポーズすると、再生時のスライスの順番を変更することができます。

･ " ノートをランダムに変更 "機能（「" ノートをランダムに変更 "機能でノートを移動」参照）を使用して、本来のループタイミング
を失わずにループノートを組み替えることができます。

･ 削除したり、新しいノートを追加して、あらゆるバリエーションを作成することができます。

･ ユーザーグルーヴ機能を使用してループのリズム感を他のシーケンサートラックのノートに適用することができます。

シーケンサーでの編集の詳細については、「ノートとオートメーションの編集」の章をご参照ください。

! あるループスロットの REX ファイルからシーケンサーノートを作成した後、異なる REX ループが入ったループスロットを選択した
場合、奇妙なサウンドになることがあります。なぜなら、ある REX ループから生成されたノートは大抵の場合、他の REX ループの
スライスには合わないからです。しかし場合によっては面白い結果を得られることもあるので、恐れずに色々試してみましょう。

･ ノート受信スロット機能を使ってループスロットの切り替えをオートメーションできます（「Note To Slot（ノート受信スロット）」
参照）。

また REX ファイルを MIDI ファイルとして書き出せます。詳しくは「REX から MIDI ファイルをエクスポート ...」をご参照ください。
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スライスの取り扱い
スライスの選択

選択されたスライスは波形ディスプレイ内でハイライトされて表示されます。スライスを選択するには、次の方法の中から 1 つを行っ
てください：

D 波形ディスプレイをクリック。
[Option] キー (Mac) または [Alt] キー (Windows) を押したまま波形ディスプレイ内のスライスをクリックすると、そのスライスが再
生されます。この際ポインターはスピーカーシンボルに変わります。

D 波形ディスプレイの下にある "SLICE" ノブを使用。

D MIDI
”Select Slice Via MIDI”（MIDI でスライスを選択）オプションがオンになっていると、MIDI キーボードを使用して選択したスライス
を演奏することができます。スライスは連続する半音のステップに常にマッピングされています。1 番目のスライスは C1 です。

D ”Select Slice Via MIDI”（MIDI でスライスを選択）オプションがオンになっている状態でループを再生したとき、各スライスは演奏
に従って選択されます。
再生中にパラメーターを編集できます。

個別スライスの編集
Reason Essentials には各スライスを編集する基本的な方法が２つあります：

･ Dr. Octo Rex デバイスの波形ディスプレイにて。
スライスの再生設定を行います。

･ シーケンサーにて。
ここではスライスを再生するノートを編集できます。REX スライスノートを編集するための特別な REX エディットレーンが用意さ
れており、ノートはピッチではなくスライスナンバーで表示されます。シーケンサーでのノート編集については「ノートとオート
メーションの編集」の章をご参照ください。
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波形ディスプレイでの編集

スライスを選択してからノブを使うことで、各スライスにつきいくつかのパラメーターを編集できます。複数のスライスで１つのパラ
メーターを編集する場合には、スライスエディットモードを使用すると便利です（「Slice Edit Mode（スライスエディットモード）」参
照）。次のスライスパラメーターを設定できます：

! ループスロットに新たな REX ファイルをロードすると、以上のパラメーターに設定した値は破棄されます。

Alt（オルタネートグループ）パラメーターについて
波形ディスプレイの ”Alt” パラメーターは、各オルタネートグループにアサインしたサンプルを交互に鳴らすことによって、REX ルー
プをより「生演奏」のサウンドに近づけます。 例えばスネアヒットのスライスをすべて Alt1 グループにアサインした場合、ループでこ
れらのスライスが使用されるたびに、実際に再生されるスネアサンプルはランダムに選択されます。同様にすべてのハイハットスライ
スを Alt2 グループにアサインしたりすれば、毎サイクルごとに異なる内容で再生するループが作成できます。

下の例では、スライス 3 と 6 は同一のオルタネートグループにアサインされています。ここではノートの分配を確認するため
に、”Copy Loop To Track” 機能を 5 回使ってループスライスからノートを生成しました。見てのとおりスライス 3 と 6 は、ループごと
にランダムに配置されています：

各オルタネートグループ内のランダム再生は、”Run” 機能もしくはメインシーケンサーのパターンオートメーションで REX ループを再
生した場合にも実行されます。

|パラメーター |説明
Pitch（ピッチ） それぞれのスライスを 8 オクターブ以上にも渡って半音のステップでトランスポーズすることができます。

Pan（パン） 各スライスのステレオポジション。

Level( レベル） 各スライスのボリューム。デフォルトのレベルは 100 になっています。

Decay（ディケイ） 各スライスを短くすることができます。

Rev（リバース） 個別スライスを逆再生できます。

F.Freq（カットオフ） 個別スライスのフィルターカットオフフリケンシーを設定できます。この値がシンセパネルの ”FREQ” 値に加算（プ
ラス値）/ 減算（マイナス値）されます（「Freq（フィルターカットオフ）」参照）。

Alt（オルタネート） スライスをオルタネートグループ（1-4）にアサインできます。これら４つのグループのいずれかにアサインされた
スライスは、グループ内でランダムに再生されます（「Alt（オルタネートグループ）パラメーターについて」参
照）。

Output（出力） 個別スライスを異なるオーディオ出力（1-8）にアサインできます。ステレオの REX ループでは、各スライスに任
意の出力ペア（1+2、3+4、5+6、7+8）を選択するオプションがあります。
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Slice Edit Mode（スライスエディットモード）
複数のスライスを同時にエディットする便利な方法が、スライスエディットモードです。スライスエディットモードでは、ループ内の
すべてのスライスに対して１つのパラメーターを編集できます。

1. ”Edit Slice Mode” ボタンをクリックします。

波形ディスプレイはスライスエディットモード表示に切り替わります。

2. REX ループの下のパラメーター名をクリックして、編集したいパラメーターを選択します。
選択可能なパラメーターは：Pitch（ピッチ）、Pan（パン）、Level（レベル）、Decay（ディケイ）、Rev（リバース）、FFreq（フィル
ターカットオフ）、Alt（オルタネートグループ）、と Out（出力）です。

ここではピッチパラメーターを選択しました。

3. ディスプレイ上で個別スライスをクリック、または複数スライスにかけて自由に書き込み、ピッチ値を編集します。

一筆ですべてのスライスのピッチパラメーターを編集できます。

D 選択されたパラメーターをデフォルト値にリセットするには、[Ctrl](Win) または [Cmd](Mac) を押さえながら任意のスライスをク
リックするか、波形ディスプレイで複数のスライスにかけて書き込みます。

4. １つのパラメーターの編集を終えたら、他のパラメーターを選択し、波形ディスプレイ上で値を書き込む操作を繰り返します。
! ループスロットに新たな REX ファイルをロードすると、以上のパラメーターに設定した値は破棄されます。
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Dr. Octo Rex パネルパラメーター
ピッチベンドとモジュレーションホイール

左側のピッチホイールは、ピッチを上下に「ベンド」するために使います。またモジュレーションホイールで、ループを再生しながら
様々なモジュレーションを適用できます。ほぼすべての MIDI キーボードにはピッチベンドとモジュレーションコントロールが備わっ
ています。もしキーボードにこれらのコントローラーがない場合やキーボードを使っていない時でも、Dr. Octo Rex のパネルには２つ
の「ホイール」があるため、リアルタイムでピッチベンドやモジュレーションを適用できます。これら画面上のホイールは、MIDI
キーボードの相当するコントローラーの動きを反映します。

ピッチベンドのレンジとモジュレーション先のパラメーターは、シンセパラメーターパネルで設定されます（「Pitch Bend Range
（ピッチベンドレンジ）」と「Mod. Wheel（モジュレーションホイール）」参照）。

Trig Next Loop（次のループのトリガー）

”Trig Next Loop” パラメーターはループスロットを切り替える際のタイミングを決定します（「Trig Next Loop（次のループのトリガー）
機能」参照）。

Note To Slot（ノート受信スロット）

スロット１に設定された ”Notes To Slot” ノブ

”Note To Slot”（ノート受信スロット）ノブは MIDI マスターキーボードから、またはシーケンサーノートによってコントロールされる
ループスロットを選択します。ノートを受信しているループスロットは点灯した LED で示されます。
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ノート受信スロットパラメーターはオートメーション可能です。希望すれば各シーケンサーノートごとにループスロットを切り替える
こともできます。これにより実験的で面白いビート操作が可能になります。下の例ではノート受信スロットパラメーターは、ループス
ロット 1-5 を切り替えるようにオートメーションされています：

自動的にループスロットが切り替わるノート受信スロットパラメーターのオートメーション

上図ではスライス 1 はループスロット 1 で、スライス 2 と 3 はループスロット 2 で、スライス 4 と 5 はループスロット 3 で、スライ
ス 6 はループスロット 2 でそれぞれ再生、という具合に切り替わっています。

ループスロットボタン

8 個のループスロットボタンはフロントパネルの中央に配置されています。各スロットには REX ループを１つずつロードできます。
REX ループの読み込みはループエディターパネルから行います（「Select Loop And Load Slot（ループを選択し、スロットにロード）」
参照）。

D ループスロットボタンをクリックしてロードされた REX ループを再生のために選択します。
選択されたループスロットの REX ループは、”Run” ボタン（またはメインシーケンサーの再生ボタン）で再生できます。

! 注：ループスロットの選択は、”Run” 機能（「Enable Loop Playback（ループ再生をオン）と Run（再生）」参照）またはメイン
シーケンサーの再生ボタンによる REX ループの再生にのみ有効です。マスターキーボードおよびシーケンサーノートが制御する
ループスロットは ”Note To Slot”（ノート受信スロット）で決定します（「Note To Slot（ノート受信スロット）」参照）。
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Enable Loop Playback（ループ再生をオン）と Run（再生）

D ”Enable Loop Playback”（ループ再生をオン）ボタンをクリックすると、”Run” ボタンまたはメインシーケンサーの再生機能で REX
ループを再生できるようになります。
”Enable Loop Playback” ボタンがオフの場合、”Run” またはシーケンサーの再生ボタンを押してもループは再生されません。これは
マスターキーボードやメインシーケンサーのノートから REX ループのスライスを制御したいときに有効です。

Volume（ボリューム）

マスターボリュームパラメーターはすべてのループスロットのループに作用する音量調整機能です。

Global Transpose（グローバルトランスポーズ）

”Global Transpose” スピンコントロールですべてのループスロットのループのピッチを設定します。ピッチは 12 の半音ステップ（+/
- １オクターブ）で上下に変更できます。

･ グローバルトランスポーズの値はMIDI の C-2 から C0 キーでで制御できます（C-1 でグローバルトランスポーズ値はゼロにリセッ
トされます）。
この方法を使えば、トランスポーズ値の変更をパラメーターオートメーションとしてシーケンサーにレコーディングできます。
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Dr. Octo Rex シンセパラメーター
Dr. Octo Rex シンセパラメーターは REX ループのサウンドを形作り、調整するために使用します。これらのパラメーターはよく知られ
たシンセパラメーターであり、Subtractor シンセサイザーや NN-XT サンプラーのパラメーターに似ています。これらのパラメーター
は REX ファイル自体を変更するものではなく、再生する方法のみを変えるものであることを忘れないでください。

! 多くのシンセパラメーターはグローバル、つまり８つのループスロットすべての REXファイルとスライスに反映されます。

! すべてのDr. Octo Rex シンセパネル設定はソングに（設定をパッチとして保存した場合はDr. Octo Rex パッチファイルにも）保存
されます。

Select Loop And Load Slot（ループを選択し、スロットにロード）

D 8 個ある ”Select Loop And Load Slot” ボタンのいずれかをクリックして、ロード済みの REX ループを編集するために、または新しい
REX ファイルを読み込むためにスロットを選択します。
選択したループスロットにまだループがロードされていない場合、波形ディスプレイには何も表示されません。ロード済みの場合
はディスプレイに REX ループの波形と情報（名前、元のループテンポ、小節数、拍子）が表示されます。

D ”Follow Loop Playback”（ループ再生に追従）ボタンをクリックすると、”Select Loop And Load Slot” ボタンとフロントパネルの
ループスロットボタンの選択は「連動」します。 
これにより、現在再生されているループが必ず波形ディスプレイに表示されます。シーケンサーでパターンオートメーションを
使っているため再生中にスロットが切り替わる場合は、”Follow Loop Playback” 機能を無効にすると特定のループを編集しやすくな
ります。

REX ファイルの読み込みに関しては「ループの追加」を、REX ループの編集に関しては「波形ディスプレイでの編集」をそれぞれご参
照ください。

Loop Transpose（ループトランスポーズ）

D ”Loop Transpose” ノブ、またはノブの下のキーボードディスプレイで個別ループの全体ピッチを設定します。
ピッチは 12 の半音ステップ（+/- １オクターブ）で上下に変更できます。

q またすべての REX ループに同じように作用するグローバルトランスポーズ値を設定することも可能です（「Global Transpose（グ
ローバルトランスポーズ）」参照）。
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Loop Level（ループレベル）
D ”Loop Level” ノブで各ループスロットのループのレベルを個別に設定します。

これで８つのループスロットのループのレベルを均一にできます。

Osc Pitch（オシレーター）セクション

REX ファイルではスライスに含まれているオーディオが、シンセサイザーのオシレーターと同じ役割、つまり主なサウンドソースの役
割を担います。Dr. Octo Rex の ”Osc Pitch”（オシレーター）セクションでは以下の設定を行えます：

Env. A（エンベロープ反映量）
このパラメーターはすべての REX ファイルで、フィルターエンベロー（「Filter Envelope（フィルターエンベロープ）」参照）がピッチ
に影響する量を設定します。マイナスまたはプラス値を設定でき、エンベロープカーブはそれぞれピッチを上げる / 下げます。

Oct（オクターブ）と Fine（微調整）-全体のピッチの設定
８つのループスロットすべての REX ループのピッチを３つの方法で変更できます：

D オクターブステップ
"OCT" ノブを使用します。設定範囲は 0-8 で、デフォルトでは 4 に設定されています。

D 半音ステップ
”Global Transpose” コントロールを使用します（「Global Transpose（グローバルトランスポーズ）」参照）。

D セントステップ（1/100 半音）
選択範囲は -50 から 50（上下 1/2 半音）です。

q 個別 REX ループをトランスポーズするには ”Loop Transpose” パラメーターを使用します（「Loop Transpose（ループトランスポー
ズ）」参照）。

! REX ループの個別スライスをチューニングするには、選択してから波形ディスプレイの下の ”Pitch”（ピッチ）パラメーターを使用
します（「波形ディスプレイでの編集」参照）。

Mod. Wheel（モジュレーションホイール）

モジュレーションホイールはいくつかのパラメーターを同時に制御するように設定できます。ベロシティーコントロールセクションの
ようにプラスとマイナス値を設定できます。以下のパラメーターをモジュレーションホイールで制御できます：

|パラメーター |説明
F. Freq（フィルターカットオフ） モジュレーションホイールによるフィルターフリケンシーパラメーターの制御を設定します。プラス値ではホ

イールを上げるとフリケンシーも上がります。マイナス値ではその逆の作用になります。

F. Res（フィルターレゾナンス） モジュレーションホイールによるフィルターレゾナンスパラメーターの制御を設定します。プラス値ではホ
イールを上げるとレゾナンスも上がります。マイナス値ではその逆の作用になります。
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Velocity（ベロシティー）セクション

ベロシティーは、キーボード演奏の強弱によっていくつかのパラメーターを制御するために使用します。REX ファイル自体にはベロシ
ティー値は含まれません。”Copy Loop To Track” 機能でシーケンサートラックデータを作成したとき、すべてのノートのベロシティー
はデフォルトである「64」に設定されます。ベロシティー情報はバリエーションを表すものなので、すべて同じ値では Dr. Octo Rex パ
ラメーターの制御には役に立ちません。

REX ファイルに「有益」なベロシティー値を与える方法は基本的に２つあります：

･ トラックデータを作成した後、シーケンサーのベロシティーレーンにてベロシティー値を編集する。

･ キーボードからスライスをリアルタイムで演奏する。こうしてレコーディングしたデータには演奏の強弱を反映したベロシティー
値が記録されます。

ベロシティー値を調整できたら、これらのベロシティー値が各パラメーターに影響する量を設定できます。ベロシティーに対する感度
はプラスとマイナス値に設定でき、中央位置に設定するとベロシティーによる影響はなくなります。

以下のパラメーターをベロシティーで制御できます：

Filter（フィルター）

フィルターは 8 ループスロットすべての REX ファイルの全体的な音色を加工するために使用します。Dr. Octo Rex のフィルターはマル
チモードフィルターで、5 種類のフィルターモードが備わっています。

D フィルターセクションの ”On” ボタンでフィルターをオン /オフします。
フィルターはボタンが点灯しているときに有効です。

F. Decay（フィルターディケイ） モジュレーションホイールによるフィルターディケイパラメーターの制御を設定します。プラス値ではホイー
ルを上げるとディケイも長くなります。マイナス値ではその逆の作用になります。

|  パラメーター |説明
F. Env（フィルターエンベロープ） ベロシティーをフィルターエンベロープに反映する量を設定します。プラス値ではベロシティーが高いほどエ

ンベロープ量も大きくなります。マイナス値ではその逆の作用になります。

F. Decay（フィルターディケイ） ベロシティーをフィルターエンベロープのディケイパラメーターに反映する量を設定します。プラス値ではベ
ロシティーが高いほどディケイが長くなります。マイナス値ではその逆の作用になります。

Amp（アンプ） ベロシティーをファイルの音量に反映する量を設定します。プラス値ではベロシティーが高いほど音量も大き
くなります。

|パラメーター |説明
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Mode（モード）
このセレクターで、5 種類のフィルタータイプから選択できます。以下のフィルタータイプがあります：

･ Notch（ノッチ）
ノッチフィルター（バンドリジェクトフィルター）はバンドパスフィルターの逆と考えられます。狭い範囲の中域周波数帯（ミッ
ド）をカットし、両側（ローとハイ）は保持します。

･ HP12（ハイパス）
ハイパスフィルターはローパスフィルターの逆で、ローをカットし、ハイを保持します。このハイパスフィルターのスロープは
12ｄB/ オクターブです。

･ BP 12（バンドパス）
バンドパスフィルターはハイとローを両方カットし、ミッドレンジを保持します。このフィルターのスロープはハイとロー共に
12ｄB/ オクターブです。

･ LP 12（12dB ローパス）
同タイプのローパスフィルターはクラシックなアナログシンセサイザー（Oberheim、初期の Korg シンセなど）で多様されていま
す。よりなだらかなスロープ（12ｄB/ オクターブ）を使用することで、LP 24 フィルターに比べ倍音が多く残されます。

･ LP 24（24dB ローパス）
ローパスフィルターはハイをカットし、ローを保持します。このフィルタータイプの比較的険しいスロープ（24ｄB/ オクターブ）
は、多くのクラシックなシンセサイザー（Minimoog、Prophet5 等）で使用されています。

Freq（フィルターカットオフ）
フィルターカットオフパラメーターは、フィルターがどの周波数域で動作するかを決定します。ローパスフィルターでは、カットオフ
パラメーターでフィルターを「開く」または「閉じ」ます。カットオフを 0 に設定すると、無音か、最も低い周波数のみが聞こえま
す、最大に設定するとすべての周波数が聞こえます。カットオフを徐々に変えることで典型的なシンセサイザー「スイープ」サウンド
を作れます。

! 注：フィルターのカットオフパラメーターは通常フィルターエンベロープも反映します（「Filter Envelope（フィルターエンベロー
プ）」参照）。そのため ”Freq” スライダーを操作しても、期待した効果が得られないこともあります。

Res（レゾナンス）
フィルターのレゾナンスパラメーターはフィルターサウンドの特徴に影響します。ローパスフィルターでは、"RES" の値を上げると
カットオフでセットした周辺の周波数を強調します。これは一般に細い、しかしより鋭い「スイープ」サウンドが得られます。レゾナ
ンス値が高くなるに従って、サウンドのレゾナンスは高くなり、口笛を吹いているような、あるいはベルが鳴っているようなサウンド
になります。"RES" パラメーターを高い値に設定して、カットオフを変更すると、特定の周波数において非常に明白なスイープを作る
ことができます。

･ ハイパスフィルターでは、レゾナンスパラメーターはローパスフィルターと同じように動作します。

･ バンドパスまたはノッチフィルターでは、レゾナンス設定はバンドの幅を調節します。
レゾナンスを上げると、通過する（バンドパス）またはカットされる（ノッチ）周波数帯は狭くなります。ノッチフィルターでは、
通常低いレゾナンス値のほうがより音楽的な結果が得られます。

エンベロープセクション
エンベロープジェネレーターはピッチ、ボリューム、フィルターカットオフなど、アナログシンセサイザーの重要なサウンドパラメー
ターの制御に使用します。一般的なシンセサイザーではエンベロープは、ノートがオンになってからリリースされるまでの間、これら
のパラメーターがどのように反応するかを制御します。Dr. Octo Rex デバイスの場合、エンベロープはスライスが再生される度にトリ
ガーされます。

Dr. Octo Rex にはボリューム、フィルターカットオフ（またはピッチ）のための 2 つのエンベロープジェネレーターがあり、両方にア
タック (A)、ディケイ (D)、サステイン (S)、リリース (R) の 4 つの標準パラメーターがあります。

! 基本的なエンベロープパラメーターについての説明は「Subtractor」の章の「エンベロープ - 全般」をご参照ください。
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Amp Envelope（アンプエンベロープ）

アンプエンベロープはトリガー（スライスノートの再生開始）してからスライスノートが終わるまでの時間に、スライスのボリューム
がどのように変化するかを制御します。これによりループをより明瞭に（スナップがきいたアタックと短いディケイタイム）、または
あいまいに（アタックタイムを長く設定）に変えられます。

Filter Envelope（フィルターエンベロープ）

フィルターエンベロープは８つのループスロットすべての REX ループの２つのパラメーター - フィルターカットオフとループ全体の
ピッチ - の制御に使用します。フィルターエンベロープの設定で、カットオフまたはピッチが各スライスの時間にわたってどのように
変化するかコントロールします。

"Amount"（反映量）パラメーターは、フィルターエンベロープがフィルターカットオフに影響する量を決定します。"Amount" 値を高
くするほど、エンベロープはフィルターに大きく反映します。

q "Freq" スライダーを下げ、"Res" とエンベロープの "Amount" を上げると、フィルターエンベロープの効果が最も大きくなります！

LFO セクション

LFO は「Low Frequency Oscillator」の略で低周波オシレーターという意味です。LFO は特定の波形と周波数の信号を生成するオシ
レーターですが、通常のサウンド生成用のオシレーターと比べて２つの大きな違いがあります：

･ LFO は低周波数の信号のみを生成します。
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･ LFO の出力を聞くことはできません。これらの信号は様々なパラメーターのモジュレートに用いられます。

LFO の最も典型的な応用例は、（サウンドを生成する）オシレーターあるいはサンプルのピッチをモジュレートしてビブラート効果を
作ることです。Dr. Octo Rex デバイスでは、さらにフィルターカットオフまたはパンのモジュレートに LFO を使用できます。

Wavef.（波形）
パラメーターをモジュレートする LFO 波形は数種類あります：

Dest（デスティネーション）
利用可能な LFO デスティネーションは、次の通りです：

Sync（LFO 同期）
このボタンをクリックして LFO シンクをオン / オフにします。LFO は楽曲のテンポに対し 16 種類の分解能で同期します。シンクがオ
ンの場合、”Rate”（レート）ノブ（下記参照）で分解能を設定します。

ノブを回して設定する際、ツールティップで分解能を確認してください。

Rate（LFO レート）
”Rate” ノブで LFO の周波数を設定します。時計回りに回すとモジュレーションレートが速くなります。

Amount（LFO 反映量）
LFO が選択されたデスティネーションに影響する量を決定します。つまりビブラート、フィルターワウやオートパンニングの量を設定
します。

|波形 |説明
Triangle

（三角波）
通常のビブラートに適したなめらかな波形です。

Inverted Sawtooth
（逆ノコギリ波）

"上に傾いた" サイクルを発生します。オシレーターの周波数に使用すると、ピッチは設定したポイント（"Amount" の設定に
よって制御）まで上り、その直後にサイクルが再び始まります。

Sawtooth
（ノコギリ波）

上の説明の反対に " 下に傾いた " サイクルを発生します。

Square
（パルス波）

トリルなどに使用できる 2 つの値の間を急に変化するサイクルを発生します。

Random
（ランダム波）

ランダムな波形を発生します。ビンテージアナログシンセにはこの特徴を「サンプル＆ホールド」と呼ぶものもあります。

Soft Random
（ソフトランダム波）

上記と同じですが、なめらかなモジュレーションです。

|デスティネーション |説明
Osc（オシレーター） LFO は REX ファイルのピッチ（周波数）をコントロールします。

Filter（フィルター） LFO はフィルターフリケンシーをコントロールします。

Pan（パン） LFO は REX ファイルのパンを調整します、すなわちステレオ音場で左右にサウンドを移動させます。
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Pitch Bend Range（ピッチベンドレンジ）

ピッチベンドレンジパラメーターはホイールが上下に完全に回された時のピッチベンドの量を設定します。最大の幅は 24（上下 2 オ
クターブ）です。

同時発音数の設定 -Polyphony

これはポリフォニー、すなわち Dr. Octo Rex が同時に再生することができるボイス数（スライスの数）を決定します。通常のループ再
生では、スライスが時折重複することがあります。したがって、REX ファイルを再生する時は "Polyphony" の設定を約 3-4 ボイスにす
ることを推奨します。MIDI 経由でスライスを演奏する場合には、重ねたいスライスの数に応じて "Polyphony" の設定をします。

! ポリフォニーの設定はボイスの使用可能総数に影響しません。例えば、ポリフォニーが 10 に設定されている場合に 4ボイスしか
使っていなくても、残りの 6ボイスが無駄になっているわけではありません。つまり CPU 消費量を抑える手段としてポリフォニー
設定を行う必要はありません。CPU の消費量を左右するのは、実際に使用されているボイス数です。

オーディオクオリティの設定
Dr. Octo Rex にはオーディオクオリティーと CPU パワーのバランスを取るための 2 つのパラメーターがあります。これらは ”High 
Quality Interpolation” と ”Low Bandwidth” で、リアパネルの右側にあります：

High Quality Interpolation（サンプル高音質再生）
”High Quality Interpolation” がオンの場合、再生されるループファイルはより高品質なインターポレーションアルゴリズムを使って計
算されます。これにより、特に高周波数情報の多いループが、より高音質で再生されます。

･ ”High Quality Interpolation” はより多くの CPUパワーを使用します。必要でなければ、オフにしておきましょう。
ミックスの中でループを聞き、設定による大きな違いがあるか判断してください。

Low Bandwidth（高域カットフィルター）
サウンドから高周波数情報を一部取り除きます。多くの場合（特にループのフィルターが閉じている時は）認識できる違いはありませ
ん。必要に応じてこのモードをオンにすると CPU パワーを節約できます。
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接続

Dr. Octo Rex のバックパネルにはにはコネクターがあります。パネルの左側には CV/Gate 関連の入出力があります。CV/Gate の使用は
「オーディオと CV のルーティング」の章をご参照ください。

Modulation Input（モジュレーション入力）
これらのコントロールボルテージ (CV) 入力（とトリムポット）で、他のデバイス（または Dr. Octo Rex デバイス自体のモジュレー
ション出力）から様々な Dr. Octo Rex パラメーターをモジュレートできます。次の CV 入力があります：

･ Master Volume（マスターボリューム）

･ Mod Wheel（モジュレーションホイール）

･ Pitch Wheel（ピッチホイール）

･ Filter Cutoff（フィルターカットオフ）

･ Filter Res（フィルターレゾナンス）

･ Osc Pitch（オシレーターピッチ）

Mod. Output（モジュレーション出力）
モジュレーション出力で、他のデバイス（または Dr. Octo Rex デバイス自体の他のパラメーター）をコントロールできます。モジュ
レーション出力は：

･ Voice 1 Filter Env（フィルターエンベロープ）
Dr. Octo Rex のフィルターエンベロープはポリフォニック（各ボイスに１つずつ）です。ボイス１のフィルターエンベロープのみが
送信されます。

･ LFO

Gate Input（ゲート入力）
これらの入力で CV/Gate 信号を受信して 2 つのエンベロープをトリガーできます。Gate Input への接続によって、通常のエンペロー
プのトリガーは無視されます。例えば、他のデバイスの "LFO" CV 出力を Dr. Octo Rex の "Amp Env" ゲート入力に接続した場合、アン
プエンベロープは Dr. Octo Rex デバイスに送信された MIDI ノートではなく、"LFO" CV 信号によってトリガーされます。"LFO" がトリ
ガーしたエンベロープは、そのときに再生されているスライスに適用されます。

･ Amp Env（アンプエンベロープ）

･ Filter Env（フィルターエンベロープ）

Gate Output（ゲート出力）
ループでトリガーされたスライスのゲート信号を送信します。
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Slice Output（スライス出力）
モジュレーション入出力の右には８つの個別スライスオーディオ出力があります。スライスを個別にこれらの出力にアサインできます

（「波形ディスプレイでの編集」参照）。

Main Output（メイン出力）
さらに右にはメインオーディオ出力があります。新規 Dr. Octo Rex デバイスを作成すると、これらの出力は自動的に最初に空いている
オーディオミキサーのチャンネルに接続されます。
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第 30章
Redrum 
ドラムコンピューター
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イントロダクション

Redrum は伝説的な Roland TR-808 / 909 の様なパターン入力方式を採用したドラムマシンです。実際 Redrum は Roland TR-808 / 909
のように、ステッププログラミングを行うために使用する 16 ステップのボタンが並んでいます。前述のビンテージ機器との大きな違
いは（重要な相違点）は以下の点にあります。Redrum にはそれぞれオーディオファイルをロードするドラムチャンネルが 10 チャン
ネルあり、ロードするサウンドファイルを入れ替えることによって使用するサウンドを無制限に変更することができます。スネアが気
に入らなければ、サウンドをただ入れ替えれば良いのです。完成したドラムキットは Redrum パッチとして保存可能です。またドラム
サウンドをミックスして簡単にカスタムキットを作成することができます。

さらに Redrum にはサンプリング機能が付いています。これにより、クリックひとつで各ドラムチャンネルにオリジナルサウンドを直
接サンプリングできます。

Redrumでのサンプリング
すべてのサンプリング可能なデバイス（NN-XT と Redrum）でサンプリングの操作法は共通しています。サンプリングとサンプル編集
操作法に関する詳細情報は「サンプリング」の章をご参照ください。

D 音をサンプルし、自動的に Redrumデバイスのドラムチャンネルに読み込むには、希望するドラムチャンネルのサンプルボタンをク
リックします。

サンプリング機能の設定に関する詳細情報は「サンプリング」の章をご参照ください。
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ファイルフォーマットについて
Redrum は 2 種類のファイルタイプを読み込めます。

Redrumパッチ
Redrum パッチ（Windows では ".drp" の拡張子で表示されます。）は 10 個あるドラムサウンドチャンネルすべての設定、また使用さ
れるドラムサンプルのファイルリファレンスを含んでいます。（実際のドラムサンプルではありません。）パッチの変更は新しいドラム
キットを選択する方法と同様です。

ドラムサンプル：
Redrum は次のフォーマットのサンプルファイルを読み込んで再生することができます：

･ Wave (.wav)

･ AIFF (.aif)

･ SoundFonts (.sf2)

･ REX ファイルスライス (.rx2, .rex, .rcy)

･ あらゆる標準ビットデプス

･ あらゆる標準サンプルレート

･ ステレオもしくはモノラルファイル

WAVE と AIFF はそれぞれ、Windows と Macintosh 標準のオーディオフォーマットです。オーディオ編集機能をもつアプリケーショ
ンはプラットフォームに関係なく少なくともこれらの内の 1 つ、または両方のフォーマットを読み込むことができるはずです。

SoundFont は wavetable シンセサイザーオーディオのオープンスタンダード規格で E-mu systems 社と Creative Technologies 社が共
同開発しました。

SoundFont の bank は wavetable フォーマットのシンセサイザーサウンドを保存し、専用の SoundFont 編集プログラムを用いてユー
ザーがマルチサンプルサウンドを作ったり編集することが可能です。SoundFont データは大抵のサウンドデバイスやサンプラー内蔵
のサウンドカードなど、wavetable 対応シンセサイザーで再生が可能です。SoundFont は異なるカテゴリーごとに階層的に保存され
ます："User Samples"、"Instruments"、"Preset" といったカテゴリーが挙げられます。Redrum は単音の SoundFont サンプルをブラウ
ズしたり、ロードすることができますが、SoundFont フォーマットの全てをブラウズ・ロードすることは不可能です。

REX ファイルはサンプルループを作成ソフト ReCycle! によって作成されます。ループを " スライス " し、ビートごとにサンプルを分割
することで、ピッチを変化させずにループのテンポを変更したり、独立したパートで構成されているかのようにループを編集すること
が可能です。Redrum は REX ファイルをブラウズして、その各スライスを独立したサンプルと見なし、ロードすることが可能です。

パッチの使用
新規の Redrum デバイスにはデフォルトキットがロードされます。デフォルトキットを使ってパターンを作成 / 再生できるほか、他の
Redrum パッチ（または、ドラムサンプルをロードしてパッチを最初から作成）をロードできます。Redrum パッチは 10 個あるドラ
ムサウンドチャンネルの設定情報と使用されるドラムサンプルのファイルリファレンスを含みます。

! Redrumパッチにパターン情報は含まれません！ Redrumパッチとパターンを一緒に保存したい場合は、Redrumを含んだ
Combinator を作成し、Combi パッチを保存します。

パッチのロード
パッチをロードするには、次の方法のいずれかをを実行してください：
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D ブラウザを使用して任意のパッチを開きます。
ブラウザを開くには、" 編集 " メニューまたはデバイスコンテクストメニューから " パッチを選択 " を選択するか、デバイスパネル
上のパッチセクションにあるフォルダーボタンをクリックします。

D パッチを選択すると、パッチの数値 / 文字ディスプレイの下にあるアローボタンで同じフォルダー内にあるすべてのパッチを選択す
ることができます。

D デバイスパネル上のパッチ名の数値 / 文字ディスプレイをクリックすると、ポップアップメニューが現れて現在のフォルダー内のす
べてのパッチを表示します。
これによって、同じ手順を繰り返さなくても同じフォルダー内の他のパッチを素早く選択できます。

パッチ内のサウンドをチェックする
パターンをプログラムせずにパッチ内のサウンドを聞くには 2 通りの方法があります：

D 各ドラムサウンドのチャンネルの上部にあるトリガー（アロー）ボタンをクリックする。

D MIDI キーボードの C1 から A1 キーをプレイする
C1 はドラムサウンドチャンネルの "1" をプレイします。「Redrum をサウンドモジュールとして使用する」をご参照ください。

これら 2 つの方法は、ドラムサウンドチャンネルに割り当てられたドラムサンプルをプレイします。この時すべてのサウンド設定が適
用されます。

新しいパッチを作成する
あなたが独自のパッチを作成（または既存のパッチを修正）する場合は、次の方法で行います：

1. ドラムサウンドチャンネルのフォルダーボタンをクリックします。
Redrum サンプルブラウザが開きます。

2. ドラムサンプルを指定して開きます。
"Factory Sound Bank"（"Redrum Drum Kits" フォルダー内の "xclusive drums-sorted"）には大量のドラムサンプルがあります。ま
た、AIFF、WAVE、SoundFont、REX ファイルを開くことも可能です。

3. ドラムサウンドチャンネルを任意に設定してください。
パラメーターは「Redrum パラメーター」をご参照ください。
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4. 他のドラムサウンドチャンネルも同様に 1～ 3の手順を繰り返します。
5. 満足のいくドラムキットが完成したら、デバイスパネル上のパッチセクションにあるフロッピーディスクボタンをクリックして
パッチを保存することができます。
ソングを保存した時にすべての設定が含まれるので、必ずしもパッチを保存する必要はありません。

REX ファイルのスライスをロードする
REX ファイルからスライスをロードするのは一般的なサンプルをロードするのと同じ方法で行います：

1. 上記の通り、サンプルブラウザを開きます。
2. REX ファイルをブラウズします。

有効な拡張子は ".rx2"、".rex"、".rcy" です。

3. ファイルを選択し、"開く " をクリックします。
ブラウザは、REX ファイルの全てのスライスのリストを表示します。

4. お望みのスライスを選択し、"開く "をクリックします。
スライスデータが Redrum にロードされます。

空のパッチを作成する
Redrum の設定を " 初期化 " するには、" 編集 " メニューまたはデバイスコンテクストメニューから " パッチを初期化する " を : 選択し
ます。これは、すべてのドラムサウンドチャンネルの全サンプルを削除して、すべてのパラメーターを環境設定値に設定します。

パターンのプログラミング
パターンの基本
Redrum にはパターンシーケンサーが内蔵されています。Reason Essentials のメインシーケンサーと異なり、Redrum シーケンサーは
指定した長さのパターンを繰り返し再生します。これは通常１、２小節程度のドラムパターンを再生するハードウェアドラムマシンに
相当します。

曲の最初から最後まで同じパターンを繰り返すことは場合によっては良いかもしれませんが、大抵はパターンに変化を加えたいもので
す。１つの解決策としていくつかの異なるパターンを作成し、任意の位置でパターンを変更する（自動的なパターンの切替）ことが考
えられます。

Redrumパターンシーケンサーとメインシーケンサーとの連携
Redrum の内蔵シーケンサーは Reason Essentials メインシーケンサーと次のように連携します：

D トランスポートパネルのテンポ設定が、全体のテンポ設定になります。
テンポトラックが使用されている場合（「テンポオートメーションのレコーディング」参照）、Redrum はこれに追従します。

D メインシーケンサー（トランスポートパネル）で再生を開始した際、Redrumも自動的に再生を開始します（パターンシーケンサー
が非アクティブの場合を除く - 下記参照）。
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D シーケンサーから Redrumトラックのミュートやソロが可能です。
シーケンサーに Redrum 用のトラックがあり、これをミュートした場合、Redrum も自動的にミュートされます。ミュート状態は
デバイスパネルの "Mute" インジケーターで示されます。Redrum トラックに複数のノートレーンがある場合、それぞれのミュート
状態はデバイスパネルに反映されません。

ミュートされた Redrum デバイス

D デバイスパネルの "Run" ボタンをクリックして Redrumのみを再生（メインシーケンサーを再生せずに）することが可能です。
これによりデバイスの内蔵パターンシーケンサーが再生を開始します。再生を停止するには "Run" ボタンを再度クリックするか、
トランスポートパネルの停止ボタンをクリックします。

Redrum の ”Run" ボタン

D もし Redrumデバイスのみを再生中にメインシーケンサーの再生を開始すると、パターンシーケンサーは自動的にメインシーケン
サーに同期します

D パターンの切り替えはメインシーケンサーのパターンレーンで制御できます。
つまり、メインシーケンサーにて正しい位置でパターン切り替えが起こるようにパターンチェンジをレコーディング / 作成できま
す。

D サウンドをメインシーケンサーやMIDI で演奏することもできます。
内臓パターンの再生を、メインシーケンサーや MIDI の演奏と組み合わせることが可能です。例えばこれにより基本パターンにフィ
ルやバリエーションを加えることができます。
さらにパターンシーケンサー自体を無効にして、デバイスを純粋なサウンドモジュールとして使用することもできます。無効化は
”ENABLE PATTERN SECTION” スイッチで行います。
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パターンの選択
Redrum には４つのバンク（A, B, C, D）に合計 32 パターン保存できます。

Redrum パターンシーケンサーのバンクとパターンボタン

D 選択されているバンク内のパターンを選択するには任意のパターンボタン（１－８）をクリックします。
任意でパターンセクションにコンピューターキーコマンドや MIDI メッセージをアサインできます。

D 他のバンクのパターンを選択するには、まず任意のバンクボタン（A, B, C, D）をクリックしてからパターンボタンをクリックしま
す。
パターンボタンをクリックするまで何も起こりません。

D 再生中に新しいパターンを選択した場合、パターンチェンジは次のダウンビート（トランスポートパネルで設定した拍子記号に従
う）で実行されます。
メインシーケンサーでパターンチェンジのオートメーションを行う場合は、任意の位置で実行できます（「パターンオートメーショ
ンのレコーディング」参照）。

D 注：パターンの読み込みや保存はできません - ソングの一部としてのみ保存されます。
ただしカット / コピー / ペースト機能を使ってパターンを移動することはできます。

パターンチュートリアル
もしあなたがステップパターンプログラミングに慣れていなくても、次のように行うことで、非常に直感的に、なおかつ簡単に覚えら
れるはずです：

1. まだ Redrumパッチがロードされていない場合は、ロードしてください。
2. 空のパターンが選択されているのを確認します。

もしくは、" 編集 " メニューまたはデバイスコンテクストメニューの " パターンを削除 " コマンドを使用して確認します。

3. "ENABLE PATTERNSECTION（ソング再生時にパターンも再生する）"チェックボックスと "PATTERN" チェックボックスがオンに
なっている（点灯している）のを確認します。

4. "Run（再生）"ボタンを押します。
ステップパターンがまだレコーディングされていないので、音は鳴りません。しかし、ステップボタン上の LED が連続的に光っ
て、左から右に移動するのを繰り返しているのが確認できるはずです。各ステップボタンは、パターンの 1 ステップを表していま
す。
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5. チャンネルの下部にある "SELECT" ボタンをクリックして、Redrumのチャンネルを選択します。
ボタンが点灯してこのチャンネルとそれに含まれるドラムサウンドが選択されたことを示します。

6. パターン再生中に 1ボタンを押して、点灯させてください。
ステップ 1 を通る度に選択されたサウンドがプレイされます。

7. 他のステップボタンをクリックするとボタンが点灯して、Redrumのパターンシーケンサーがそれらのステップを通ると、選択さ
れたサウンドが再生します。
選択された（点灯している）ボタンをもう一度押すと、そのステップのサウンドは解除されて、ボタンは再び暗くなります。

8. 他の Redrumチャンネルを選択して、そのチャンネルのステップをプログラムします。
新しいサウンドまたはチャンネルを選択すると、その前に選択されていたサウンドのステップボタンはリセットされます。（現在プ
ログラム用にそのチャンネルが選択されていないというだけで、プログラミングされたパターンは再生されます。）ステップボタン
は常に現在選択されているサウンドのステップエントリーを表示します。

9. サウンドを切り替えながらプログラムを行って、パターンを作成してください。
"Run" モードはオンになっていなくても、ステップエントリーを削除または加えることが可能です。

パターンレングスの設定
パターンレングス、すなわちパターンが繰り返し再生されるステップ数を設定したい場合は以下の手順で行います：

D "STEPS" スピンコントローラーを使用してパターンがプレイするステップの数を設定します。
ステップの幅は 1 から 64 までです。あとでステップ数を長くすることも可能です。この時もとのパターンの終わりに空のステップ
が加わります。また、逆にパターンを短くすることも可能です。ただし、短くしたステップにプログラムされていた " 外側の " ス
テップは聞こえなくなることにご注意ください。しかし、このステップは削除された訳ではありません。再びステップの値を上げ
ることで、そのステップは再び再生されます。

" ステップの修正 "スイッチについて
パターンレングスを 16 ステップ以上に設定すると、再生はされますが、16 番目以降のパターンステップが見えなくなります。次の
16 ステップを見えるようにして、エディットできるようにするには、" ステップの修正 " スイッチを 17-32 に設定する必要がありま
す。32 を越えたステップを見えるようにして、エディットできるようにするには、スイッチを 33-48 に設定します。
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パターンレゾリューションの設定（分解能）

Redrum は常に "Transport（トランスポート）パネル " のテンポに従います、しかし Redrum をテンポ設定をもとに異なった " レゾ
リューション " で再生させることも可能です。レゾリューションの設定を変更すると各ステップの長さが変わって、パターンの " 速さ
" が変わります。

ステップダイナミクス（強弱の切替） 
ドラムサウンドのパターンノートを入力する時、各ステップのベロシティー値を "HARD"、"MEDIUM"、"SOFT" の 3 段階から選択する
ことができます。ベロシティー値はノートを入力する前に "DYNAMIC( 強弱の切替 )" スイッチを設定して行います。

ステップボタンの色は各ステップのダイナミクスが反映されます。"SOFT" ノートは黄色、"MEDIUM" ノートはオレンジ、"HARD" ノートは赤く点灯しま
す

D "MEDIUM" が選択されている時、[Shift] キーを押しながらクリックすると "HARD" ノートを入力することができます。
同じように、[Option](Mac) または [Alt](Windows) キーを押しながらクリックすると "SOFT"ノートを入力することができます。こ
の場合、デバイスパネル上の "DYNAMIC" スイッチは変わりません。入力するノートにのみ影響します。

異なったダイナミクスを使用すると、音（ラウドネス、ピッチなど）の結果として生じる違いは各ドラムチャンネル（「Redrumパ
ラメーター」をご参照ください）の "VEL" ノブの設定によって制御されます。 
ベロシティー値がドラムチャンネルに設定されていないと、ダイナミクスの設定に関係なく同じ値で再生されます。

D 既にプログラムされたステップのダイナミクスを変更する場合は、変更したい "DYNAMIC" スイッチを設定して、ステップをクリッ
クします。

! もし RedrumをMIDI 経由で、またはメインの "シーケンサー "からトリガーしている場合は、サウンドは他のオーディオデバイス
のようにベロシティーに反応します。"DYNAMIC" の値は内蔵のパターンシーケンサーを使用している時のみ反映されます。

パターンシャッフル
シャッフルとは、スイングと言われるリズミカルな特徴を音楽に与えるものです。これは 8 分音符の裏拍（偶数の順番）の 16 分音符
を遅らせることで機能します。Redrum の各パターンでデバイスパネル上の "SHUFFLE" ボタンをクリックすることで、シャッフルのオ
ン / オフを切り替えることができます。
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シャッフルの量は ReGroove Mixer の "GLOBAL SHUFFLE（グローバルシャッフル） " コントロールで全体的に設定されます
（「ReGroove Mixer」参照）。

フラム

フラムはドラムを 2 度叩くことで、リズミカルな、またはダイナミックな効果を与えます。ステップエントリーにフラムを適用する
と、ドラムサウンドに第 2 の " ヒット " が加わります。"FLAM" ノブで 2 つのヒット間のディレイを決定します。

ドラムノートにフラムを加える方法は以下の通りです：

1. "FLAM（フラムの間隔）"ボタンをクリックして、フラムをオンにします。
2. ステップをクリックしてノートを加えます。（通常通り "DYNAMIC" スイッチの設定も行ってください）

ステップ上の赤い LED は、フラムが適用されたことを示します。

3. "FLAM" ノブを使用してフラムの量を調節します。
フラムの量はデバイス内のすべてのパターンに対し共通です。

D 既に存在しているステップノートにフラムを加える、または解除するには対応する "フラム LED" を直接クリックします。
LED をドラッグして、複数のフラムを素早く加える、また解除することも可能です。

D 短時間でドラムロールを作成する方法は、連続するステップエントリーにフラムを加えることで行えます。
例えば、ステップレゾリューションが 1/16 であっても "FLAM" ノブを調節して 1/32 のノートを作成することができます。

"PATTERN ENABLE"（パターンの選択）

"PATTERN" ボタンをオフにすると、パターン再生は次のダウンビートの地点から（ちょうど空のパターンを選択したかのように）
ミュートされます。例えば、これは再生中に異なったパターンデバイスを持ってくる時に使用することができます。
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q さらに Redrumデバイスに接続されたシーケンサートラックのミュートボタンでも Redrumをミュート可能です。この場合、
Redrumのアウトプットは瞬時にミュートされ、Redrumパネルのミュートインジケーターが点灯します。ただしこの Redrumデ
バイスに接続されているシーケンサートラック全てがミュートされないとデバイスもミュートされません。

ミュートインジケーター

"ENABLE PATTERN SECTION"（ソング再生時にパターンも再生する）

これがオフになっていると、内蔵のパターンシーケンサーは機能しなくなり、Redrum は純粋な " サウンドモジュール " として機能し
ます。Redrum をメインのシーケンサーまたは MIDI を経由してのみコントロールしたい場合はこのモードを使用します（「Redrum を
サウンドモジュールとして使用する」をご参照ください）。

パターンファンクション
Redrum デバイスが選択されている時、" 編集 " メニュー (（またデバイスコンテクストメニュー）上に特定のパターンファンクション
が表示されます：

パターンをつなげる
一緒に属している複数のパターンを作成したとき、おそらくパターンを特定の順序で再生したいと思うはずです。これはメインシーケ
ンサーへパターンチェンジをレコードまたはインサートすることで行えます。「パターンオートメーションのレコーディング」をご参
照ください。

|ファンクション |説明
パターンを左 / 右にシフト パターン内のすべてのノートを 1 ステップ左または右に移動させます。

選択音色のみ左 / 右にシフト 選択されたドラムチャンネル（"SELECT" ボタンが点灯しているチャンネル）を 1 ステップ左
または右に移動します。

パターンをランダム生成 ランダムなパターンを作成します。ランダムなパターンは素晴らしいスタートポイントにな
ることがあります。また、新しいアイデアを見つけたい場合に便利かもしれません。

選択音色のみランダム生成 選択されたドラムサウンドだけにランダムのパターンを作成します。他のドラムサウンド
チャンネルのノートには影響しません。

パターン内をランダムに入替 現在のパターンノートを " シャッフル " して、そのドラムサウンドのパターンをランダムに再
配分することで選択されているパターンを変更します。これは " パターンをランダム生成 "
ファンクションよりは整ったパターンを作成することが可能です。
また、このファンクションを機能されるためには何かパターンが選択されている必要があり
ます。つまり空のパターン上で " パターン内をランダムに入替 " 機能を実行しても変化はあり
ません。

選択音色のみをランダムに入替 " パターン内をランダムに入替 " のように機能しますが、選択されたドラムサウンドのみに影
響します。
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パターンデータをメインシーケンサーでノートに変換する
Redrum のパターンをメインシーケンサーに変換することができます。これによって、ノートを自由にエディットしたり、バリエー
ションを作成したりグルーブクオンタイズを使用することができます。

” パターンをトラックにコピー ”機能
Redrum のパターンデータをメインシーケンサーのノートに変換できます。これによりノートを自由に編集しバリエーションを作成で
きるほか、グルーヴクオンタイズを適用できるようになります。また、作成したドラムパターンを他のデバイスで再生したい場合など
にも使用できる機能です。

次のように行います：

1. パターンのノートを書き出す範囲を左右ロケーターで設定します。
パターンを途中で切らないように、ロケーター間の長さをパターンの長さの倍数に設定すると良いでしょう。

2. ラックで Redrumデバイスを選択し、”編集 ” メニューまたはデバイスのコンテクストメニューから ”パターンをトラックにコ
ピー ”を選択します。
パターンはトラックに、ノートとゲート（ベロシティー）値を含んだ１つのノートクリップとして変換されます（下記参照）。ロ
ケーター間の長さがパターンの長さより大きい場合、パターンはクリップ内で繰り返されます。

トラックにノートイベントとして変換された Redrum ドラムパターン

Redrum で ” パターンをトラックにコピー ” 機能を使う場合、次のことにご注意ください：

･ ノートの音程はドラムサウンドに相当します（「Redrumをサウンドモジュールとして使用する」参照）。ベロシティー値はデバイ
スの ”Dynamic" パラメーターに従います。
”SOFT" に設定されたノートではベロシティーは 30、”MEDIUM" では 80、”HARD" では 127 になります。

･ 捜査後は Redrumデバイスパネルの ”ENABLE PATTERN SECTION" スイッチをオフにしたほうが良いでしょう。
でなければドラムサウンドは再生時に二重にトリガーされてしまいます（パターンセクションとシーケンサートラックのノート両
方により）。

” パターンオートメーションをノートに変換 ”機能
Redrum トラックにパターンオートメーションをレコーディングまたは描画した場合、次のようにトラック全体をノートに変換できま
す：

1. パターンオートメーションを含むトラックを選択します。
2. ” 編集 ” メニューまたはトラックのコンテクストメニューから ”パターンオートメーションをノートに変換 ”を選択します。

パターンクリップに相当するパターンが、トラックのノートクリップに変換されます（この際 ” パターンをトラックコピー ” と同
じ規則が適用されます）。トラックは、パターンデバイスとパターンチェンジを用いて再生したときと同じ内容で再生します。

D 操作の後、パターン選択レーンはオフになります。
デバイスの "ENABLE PATTERN SECTION"（パターン有効）ボタンは自動的にオフになります。
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Redrumパラメーター
ドラムサウンドの設定
Redrum は、WAVE、AIFF、サウンドフォントのサンプルをそれぞれロードすることができる 10 セットのドラムサウンドチャンネルを
搭載していますが、その中には少しずつ機能の異なる 3 種類のチャンネルがあります。ドラムサウンドの種類によって都合のよいチャ
ンネルが割当てられていますが、もちろん自分のドラムキットを自由に構成することも可能です。

すべてのパラメーターについて以下の説明をご参照ください。パラメーターが特定のドラムサウンドチャンネルでのみ使用可能な場合
は、そのように説明されています。

ミュート＆ソロ

各ドラムサウンドチャンネルの上部にはミュート ("M") ボタンとソロ ("S") ボタンがあります。ミュートはチャンネルの出力を停止し、
一方ソロは他のチャンネルすべての出力を停止します。複数のチャンネルを同時にミュート、またはソロにすることが可能です。

また、MIDI キーボードの鍵盤を使用してリアルタイムで各ドラムサウンドをミュート、またはソロにすることができます。

D C2 から E3 の鍵盤（白鍵のみ）はチャンネル 1で始まる各ドラムチャンネルをミュートします。
鍵盤を押している間だけサウンドはミュートされます。

D C4 から E5 の鍵盤（白鍵のみ）はチャンネル 1で始まる各ドラムチャンネルをソロにします。
鍵盤を押している間だけサウンドはソロになります。

これは、Reason Essentials をライブでプレイするときに、ドラムサウンドをミックスに挿入したり、一旦ミュートしたりするのに便利
です。他のコントローラーと同じように、メインシーケンサーでドラムチャンネルのミュートをレコードすることも可能です（「パラ
メーターオートメーションのレコーディング」をご参照ください）。

エフェクトセンド ("S1" & "S2")

Redrum のバックパネルには "SendOut（センド 1/2）" と表示された "1" と "2" の 2 つのオーディオ端子があります。Redrum デバイス
を作成すると、（これらの入力がすでに使用中でなければ）ミキサーデバイスの最初の 2 つの "Chaining Aux" 入力に環境設定で自動
ルーティングされています。

これによって、Redrum の中の個々のドラムサウンドにミキサー内でエフェクトを加えることができます。

C2 C3 C4 C5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ミュート ソロ
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D ドラムサウンドチャンネルの "S1" ノブを上げると、ミキサーにルーティングされた最初のセンドエフェクトにサウンドを出力しま
す。
同様に、"S2" ノブは Mixer の 2 番目のセンドエフェクトへ送るセンドレベルを調節します。

D センドエフェクトがミキサーの AUXセンドとリターンにルーティングされていなければ機能しません。

D ミキサーで Redrumがソロされたとき、エフェクトセンドはミュートされます。

D 独立したドラムアウトプットを使用して、独立したエフェクトをドラムサウンドに加えることも可能です。
「接続」をご参照ください。

パン

チャンネルの Pan（ステレオの位置）を設定します。

D Pan コントロールの上の LED が点灯していると、そのサウンドはステレオサンプルを使用しています。
この場合、Pan コントロールはステレオのバランスコントロールを行います。

レベルとベロシティー

"LEVEL" ノブはチャンネルのボリュームを調整します。しかしながら、ボリュームは（ダイナミック値で設定した、または MIDI を経
由してプレイされた）ベロシティーにも影響されます。ボリュームがベロシティーによってどれだけ影響を受けるかは "VEL" ノブで調
節します。

D "VEL" ノブがプラスの値に設定されていると、ボリュームはベロシティー値を増やすことでより大きくなります。
"VEL" の値を高くすると、ベロシティー値の高さによるボリュームの違いが大きくなります。

D マイナス値に設定すると、高いベロシティー値でボリュームが小さくなるように、この関係を逆にします。

D "VEL" ノブがゼロ（中央のポジション）に設定されていると、サウンドはベロシティーに関係なく、同じボリュームで再生されま
す。
"VEL" がゼロに設定されていると、ノブの上の LED は点灯しません。

レングスとディケイ / ゲートスイッチ

"LENGTH（長さ）" ノブはドラムサウンドの長さを決定しますが、その結果は "Decay / Gate" スイッチ（上画面 "LENGTH（長さ）" ノブ
の右側にあるスイッチ）の設定に依存します：

D "Decay" モード（下のスイッチ）では、サウンドはトリガーされた後、徐々にフェードアウトします。ディケイタイムは "LENGTH
（長さ） " の設定によって決定します。
このモードでは、ドラムノートの長さは重要でありません。（メインシーケンサーから、または MIDI 経由で再生されている場合）
伝統的なドラムマシンの仕様と同じでサウンドは短いノートでも長いノートでも同じ長さでプレイされます。
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D "Gate" モード（上のスイッチ）では、"LENGTH（長さ） " で設定された時間だけプレイされ、カットオフされます。
さらに、"Gate" モードに設定されたサウンドがメインシーケンサー、"CV / Gate デバイス "、または MIDI 経由で再生されると、サ
ウンドはノートが終わる時、または設定された "LENGTH（長さ）" の時間どちらかが先に来た時にカットオフされます。つまり、サ
ウンドは "LENGTH（長さ）" で決められたノート情報の長さが限界になります。

Gate モードにはいくつかの用途があります：

･ " ゲートされた "ドラムサウンドを再現する：この時、エフェクトのようにサウンドの終わりの部分が急にカットオフされます。

･ 非常に短いサウンドを使用したい場合：つまり、フェードアウトすることでサウンドが "除々に小さくなる "のを避けたい時

･ Redrumをメインシーケンサーから、またはMIDI 経由で鳴らす時にサウンドの長さが重要である場合（すなわち、Redrumをサウ
ンドエフェクトモジュールとして使用する場合）

! オーディオにはサンプルエディタで設定された "ループ " 情報を含んでいる場合があります。このループ情報はサンプルの一部分
を繰り返し、再生することで、ノートが続く限り再生を続けます。ドラムサンプルは通常ループ情報を含んでいませんが、Redrum
を通常のループをプレイするディバイスとして使用することも可能です。 
サンプルがループを含んでいる場合、"LENGTH（長さ）"を最大に設定していると、サウンドは無限に再生を続けます。つまり再生
を停止してもサウンドは停止しないのです。"LENGTH（長さ）"の設定を下げることで、この問題を解決することができます。

ピッチ

±1 オクターブの幅でサウンドのピッチを調節します。

D ピッチがゼロ以外の位置に設定されていると、ノブの上の LEDが点灯してサンプルが本来のピッチで再生されていないことを示し
ます。

ピッチベンド

"BEND（ピッチベンドを反映）" ノブをプラス、またはマイナスの値に設定すると、サウンドの ("PITCH（音程）" の設定に相対する ) ス
タートピッチを指定することができます。そこから、サウンドのピッチは "PITCH（音程）" の値に向かって再生されます。従って、
"BEND（ピッチベンドを反映）" の値をプラスに指定すると、高いピッチでスタートしてもとのピッチに戻るように下がっていきます。
マイナスに指定した場合は、その逆に作用します。

D "RATE" ノブはベンドタイムを設定します。高い値の場合ベンドが緩やかに働きます。

D "VEL" ノブはベンドの量がベロシティーにどれだけ左右されるかを設定します。
"VEL" の値がプラスの場合、ベロシティーが高いほど、よりベンド幅が広がります。

D "BEND" と "VEL" ノブはファンクションがオンになっていると（すなわち、ゼロ以外に指定されていると）LEDが点灯します。

! ピッチベンドはドラムサウンドチャンネル "6" と "7" のみ使用可能です。
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トーン

"TONE" ノブはドラムサウンドの明るさを設定します。"TONE" 値を上げると明るいサウンドになります。"VEL" ノブは、より高いベロ
シティーでサウンドが明るくなるか（プラスの "VEL" 値）もしくは暗くなるか（マイナスの "VEL" 値）を設定します。

D "TONE" と "VEL" ノブはファンクションがオンになっている場合（すなわち、ゼロ以外に指定されていると）LEDが点灯します。

! トーンコントロールはドラムサウンドチャンネル 1、2と 10 でのみ使用可能です。

サンプルスタート

"START" パラメーターでサンプルのスタートポイントを調節します。"START" 値が高いほど、スタートポジションを徐々にサンプルの
後ろへ移動してサンプルの途中から再生します。"START" の隣の "VEL" ノブをプラスに設定すると、より高いベロシティーでサンプル
スタートポイントが移動します。"START" の隣の "VEL" をマイナスに設定した場合は逆に作用します。

D "START" の隣の "VEL" ノブがゼロ以外に指定されていると、ノブの上にある LED が点灯します。

D "START" パラメーターをゼロ以上に設定していないと "VEL" 値をマイナスに設定しても効果がありません。
"START" 値を少し上げてその隣の "VEL" 値をマイナス方向に設定すると、ドラムサウンドによってはより現実的なベロシティーコン
トロールを行うことができます。それは、硬い音色のサウンドを鳴らす時、ドラムサウンドの初めの一瞬だけが聞こえるという理
由からです。

! サンプルスタート設定はドラムサウンドチャンネル 3-5、8 と 9で使用可能です。

グローバル設定

チャンネル 8＆ 9エクスクルーシブ

このボタンがオンになっていると、チャンネル "8" と "9" にロードされているサウンドは同時に再生されません。つまりチャンネル "8"
でサウンドがプレイされている場合、チャンネル "9" でサウンドがトリガーされると、その間音が出なくなります。

この特徴はオープンハイハットとクローズトハイハットで活かすことができます。
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ハイクオリティインターポレーション

これがオンになっていると、サンプル再生はより高品質なインターポレーションアルゴリズムを使って計算されます。これによって、
特に多くの高周波数成分を含むドラムサンプルは、より高品質に再生されます。

D ハイクオリティインターポレーションはよりコンピューターパワーを消費します。必要ない場合はオフにしておきましょう！
処理前後のドラムサウンドを聞き比べて、この設定が違いを生むと思うかどうか決定してください。

マスターレベル
デバイスパネル左上の角にある "MASTER LEVEL（マスターレベル）" ノブは Redrum 全体のボリュームを制御します。

Redrumをサウンドモジュールとして使用する
Redrum のドラムサウンドは MIDI ノートを経由してプレイすることが可能です。各ドラムサウンドは C1 で始まる特定のノートナン
バーでトリガーされます。（MIDI ノートナンバー 36）：

これは MIDI キーボードまたは MIDI パーカッションコントローラーから Redrum をライブでプレイしたり、メインシーケンサーでド
ラムノートをレコード、またはドローすることを可能にします。パターン再生とフィルやバリエーションのような追加のドラムノート
を組み合わせることもできます。以下の点についてご注意ください：

! Redrum を純粋にサウンドモジュールとして使用したい場合（すなわち、パターン再生をしない場合）、Redrumのパターンシーケ
ンサーがメインシーケンサーと同時にスタートすることを防ぐために、"ENABLE PATTERN SECTION（ソング再生時にパターンも再
生する）"ボタンがオフになっているのを確認してください（「"ENABLE PATTERN SECTION"（ソング再生時にパターンも再生す
る）」参照）。

C1 C2

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10
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接続

Redrum の背面は次のようなコネクターがあります：

各ドラムサウンドチャンネル

その他

|接続 |説明
Audio Output

（オーディオ出力）
各ドラムサウンドチャンネルの独立した " オーディオ出力 " があり、Mixer 内の別々のチャンネルに、ある
いはインサートエフェクトなどを経由してルーティングすることができます。
モノラルサウンドを出力するには、"Left (Mono) Output（オーディオ出力左）" を使用します。（また、Mixer
内のパンコントロールを使ってサウンドをパンします。）
サウンドの独立したアウトプットを使用すると、そのサウンドはマスターステレオアウトプットから除かれ
ます。

Gate 出力 "Gate Out" はドラムサウンドがパターンから MIDI を経由して、またはデバイスパネル上のトリガーボタン
を使って再生された時ゲート信号を送信します。これにより、Redrum を他のデバイスをコントロールす
る " トリガーシーケンサー " として使用できます。
ゲート信号の長さはサウンドの "Decay / Gate" 設定に依存します："Decay" モードでは、短い " トリグパル
ス " が送信されるのに対し、"Gate" モードではドラムノートと同じ長さのゲート信号が送信されます（「レ
ングスとディケイ / ゲートスイッチ」をご参照ください）。

Gate 入力 他の CV / Gate デバイスからサウンドがトリガーされるようになります。すべての設定はドラムサウンドを
プレイした時と同じです。

Pitch CV 入力 ドラムサウンドのピッチを他の CV デバイスからコントロールします。

|接続 |説明
Send Out 1-2

（AUX センド出力）
"S1" と "S2" ノブでコントロールされるセンド信号の為のアウトプット。「エフェクトセンド ("S1" & "S2")」を
ご参照ください。

Stereo Out
（オーディオ出力）

すべてのドラムサウンドのミックスを出力するマスターステレオアウトプットです。（独立アウトプットを
使ったドラムサウンドは除かれます。）



第 31章
MClass エフェクト
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MClass エフェクト
MClass エフェクトパッケージは 4 つのエフェクトデバイスから構成され、それぞれ ” 作成 ” メニューやツールウィンドウの ” デバイス
” タブから作成できます。また Reason Essentials Factory Sound Bank にはいくつかのマスタリング Combi パッチが用意されています。
これらマスタリングパッチには 4 つの MClass デバイスが接続され、Combinator パッチとして構成されています。マスタリング
Combi はメインミキサーのマスターインサート FX に挿して最終ミックスを処理するのに最適です。MClass エフェクトは：

･ The MClass イコライザー - ハイ / ローのシェルビングバンド、２つのフルパラメトリックバンド、超低周波数域を除去するローカッ
トスイッチが装備されています。詳細は「MClass イコライザー」をご参照ください。

･ The MClass ステレオイメージャー - 低音域と高音域のステレオ音場の幅をそれぞれ調整することができます。詳細は「MClass ステ
レオイメージャー」をご参照ください。

･ The MClass コンプレッサー - サイドチェーンインプット、自動リリースなどの機能を搭載した 1バンドコンプレッサーです。詳細
は「MClass コンプレッサー」をご参照ください。

･ The MClass マキシマイザー - クリッピングの心配なく音圧を最大化する特殊なリミッターです。詳細は「MClass マキシマイザー」
をご参照ください。

エフェクトデバイス共通のパラメーター
本章では MClass エフェクトデバイスに特化したパラメーターについて説明します。すべてのエフェクトデバイスに共通した機能や操
作方法に関しては「エフェクトデバイス共通の機能」をご参照ください。エフェクトデバイス共通の機能とは入力メーター、バイパス
スイッチ、そしてシグナルフローのグラフなどです。
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MClass イコライザー

MClass イコライザーは完全に独立したフルパラメトリックバンドが２バンド、ハイ / ローのシェルビングバンド、ローカットスイッチ
が装備されています。

通常はモノラル、またはステレオのインサートエフェクトとして使用します。

各 EQバンドの有効化
各バンドはパネル上の縦のストリップ状に順番に配置されています（左から右へ）：ローカット / ローシェルビング / パラメトリック 1 
/ パラメトリック 2 / ハイシェルビング。

各ストリップ上部のボタンをクリックすることによりそのバンドを有効にします（デフォルト設定では全て無効）。

Lo Cut（ローカット）
ローカットスイッチは 30Hz 以下の周波数を（12db / オクターブ）カットします。低周波数域のノイズを除去するのに効果的です。

q コンプレッサーやマキシマイザーと共にMClass イコライザーを使用の際、ローカットスイッチを入れることにより、可聴範囲外の
低音にコンプレッサー / リミッターが反応するのを防ぎ、より効率的な動作を可能にします。

パラメトリック 1 - 2 パラメーター
パラメトリックイコライザーは指定した周波数の回りの周波数域をブースト、またはカットします。両バンド共にパラメーターは以下
の通りです：

ロー / ハイシェルビングパラメーター
シェルビングイコライザーは指定した周波数以下、または以上の周波数域をブーストまたはカットします。

ロー / ハイシェルビングバンドのパラメーターは以下の通りです：

グラフィックディスプレイについて
デバイスパネル左側にあるグラフィックディスプレイには EQ パラメーターで設定された周波数特性カーブを表示します。このカーブ
によって EQ の設定が視覚的に確認できます。

|パラメーター |説明
Frequency

（周波数）
EQ の中心周波数を指定します。つまりレベルを上げ下げする周波数です。設定範囲は 39Hz から 20kHz
です。

Gain
（ゲイン）

選択された周波数帯をどれだけブースト（プラス値）するか、抑えるか（マイナス値）を設定します。ゲ
インの範囲は ±18dB です。

Q Frequency で設定した周波数を中心とする、EQ に影響される周波数帯の幅を調節します。値が高いほど
周波数帯が狭くなります。

|パラメーター |説明
Frequency

（周波数）
ここで指定された周波数以下（ローシェルビング）または以上（ハイシェルビング）の周波数域がブース
ト、またはカットされます。
・ローシェルビングの周波数幅は 30Hz から 600Hz です。
・ハイシェルビングの周波数幅は 3kHz から 12kHz です。

Gain
（ゲイン）

どれだけレベルをブースト（プラス値）するか、抑えるか（マイナス値）を設定します。ゲインの範囲は
±18dB です。

Q シェルビングカーブの傾斜を設定します。値が高いほど傾斜が急になります。高い Q 値では設定した周
波数の付近にカット / ブーストとは逆の方向の盛り上がりができます。
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MClass ステレオイメージャー

MClass テレオイメージャーは入力信号を 2 つの周波数バンド（ハイとロー）に分割し、各バンドのステレオイメージを広げる / 狭め
ることができます。典型的な使用法では高域の音場を広げ、低域の広がりをモノラル寄りに絞り込みます。こうすると高域はワイド
に、低音はタイトになります。

これが、ステレオのインサートエフェクトとして使用する際の一般的な方法です。

! MClass ステレオイメージャーはモノラル入力からステレオを作りません！デバイスが正しく作動するには入出力共にステレオ接続
され、入力信号もステレオ信号である必要があります。

パラメーター
以下のパラメーターが使用可能です：

接続

バックパネルには、標準入出力 L/R の他に "Separate" 出力 L/R が装備されています。"Separate" アウトプットからはローまたはハイバ
ンドのみを出力します。出力されるバンドは隣のスイッチで設定します。このアウトプットを使用してローまたはハイバンドの信号に
独自の処理を加えることができます。

q "Solo"スイッチを"Lo"に設定し、"Separate"アウトプットスイッチを"Hi"に設定するとデバイスはクロスオーバーフィルターとして
使用できます。この場合、ローバンドの信号はメインアウトプットから、ハイバンドの信号は "Separate" アウトプットから出力さ
れます。

|パラメーター |説明
X-Over 
Frequency

（クロスオーバー周波数）

ハイとローバンドを分けるクロスオーバー周波数を設定します。周波数レンジは 100Hz から 6kHz です。低い
周波数域は "Lo Width"、高い周波数域は "Hi Width" で設定します。

Lo Width
（低域のステレオ感）

ローバンドのステレオイメージを調整します。反時計回りに回すと音場が狭められ（モノラルに近づく）、時計
回りに回すと広くなります。中央の設定では入力信号と変りありません。"Active"LED の点灯が、Lo Width が作
動していることを示します。通常ローバンドのステレオイメージは狭めます。これは低周波数域は普通ミック
スでも中央に定位し、イメージを広げると音場がぼやけてしまうからです。

Hi Width
（高域のステレオ感）

ハイバンドのステレオイメージを調整します。反時計回りに回すと音場が狭められ（モノラルに近づく）、時計
回りに回すと広くなります。中央の設定では入力信号と変りありません。"Active"LED の点灯が、Hi Width が作
動していることを示します。

Solo スイッチ ロー / ハイバンドをそれぞれ試聴することができます。"Normal" は標準作動モードです。
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MClass コンプレッサー

微妙なコンプレッションから派手な圧縮まで全てこなす１バンドのコンプレッサーです。一般的に他のダイナミクスプロセッサーと同
じくインサートエフェクトとして使用するのに適しています。

より音楽的でスムーズなコンプレッションが得られる soft-knee（ソフトニー）、"program-adaptive release time"（自動リリース）、そ
してディエッサーやなどのダイナミクス処理を可能にするサイドチェーンインプットなどの機能が備わっています。さらに、他の
Reason Essentials デバイスのパラメーターをゲインの減少量によって制御するための CV 出力も装備しています。

パラメーター：

サイドチェーン入力について
D 信号が "Sidechain in（サイドチェイン入力） " に接続された場合、コンプレッションの量はこの信号によって制御されます。

この信号はコンプレッサーの出力からは出力されず、音も聞こえません（"Sidechain Solo" を有効にしている場合を除く）。

D コンプレッサーによって効果が加えられる信号はメイン L/R 入力に接続された信号です。
サイドチェーンの使用例を下記に２つ紹介します：

例 1 - サイドチェインを使った「ダッキング」効果
「ダッキング」とは１つの信号のレベルが異なる信号の存在によって減衰させられる効果です。ボイスオーバーが始まった時にバック
音楽のレベルを自動的に下げ、声が止まったら自動的に元のレベルに上げるのが典型的な使用例です。この例ではバック音楽を「デバ
イス A」、ボイスオーバーを「デバイス B」とし、以下のようにします：

1. まずデバイス A とデバイス B をそれぞれミキサーデバイスの別のチャンネルに接続します。
この使用例のためにはデバイス A の音源は連続的、デバイス B の音源は断続的（無音部分がある）である必要があります。

|パラメーター |説明
Input Gain

（入力ゲイン）
コンプレッションの「ドライブ」を調整します。スレッショルドと関連してどれだけのコンプレッションが加えられるか決
定します。可変レンジ：±12dB

Threshold
（スレッショルド）

コンプレッションが始まるスレッショルドレベルです。スレッショルドを超える入力レベルに作用し、それ以下の入力レベ
ルには影響しません。
設定を低くするほど（そして "Input Gain" を上げるほど）、よりコンプレッションされた効果を得ることができます。
可変レンジ：-36dB から 0dB

Soft Knee
（ソフトニー）

通常、スレッショルドを超えた信号はコンプレッションが設定されたレシオで作用します。この作用は目立ってしまうこと
もあります（特にレシオが高い場合）。"Soft Knee" を有効にするとコンプレッションは徐々に作用し、目立たないようにな
ります。

Ratio
（レシオ）

スレッショルドを超えた信号に作用するゲインリダクション（減衰）の量を指定します。レシオは 1:1（リダクションなし）
から∞ :1（無限）の間で指定できます。

Gain meter
（ゲインメーター）

コンプレッションによって発生したゲインリダクションの量を（dB 単位で）表示します。

Solo Sidechain
（サイドチェインソロ）

これによりサイドチェーンインプットに接続された信号を試聴することができます（下記参照）。

Attack
（アタック）

入力信号が設定されたスレッショルドを超えた際、コンプレッサーが作用するまでの時間を決定します。値を上げると反応
が遅くなり、コンプレッサーが影響しない信号が長くなります。通常音のアタックを保持するために使用します。可変レン
ジ：1ms から 100ms

Release
（リリース）

信号レベルが設定されたスレショルドを下回った時、コンプレッサー効果がサウンドに影響しなくなるまでの時間を決定し
ます。このパラメーターを短い値に設定すると、急激に音が上下する激しいコンプレッションが得られ、長い値に設定する
と、よりなめらかな変化のダイナミクスになります。
可変レンジ：50ms から 600ms

Adapt Release
（自動リリース）

これが使用された時、ピークを短くしたい場所（時間）にリリースを設定することで、リリース時間は自動的に増加します。

Output Gain
（出力ゲイン）

アウトプットゲインを制御し、コンプレッションによるゲインの減衰を補うことができます。可変レンジ：±12dB



MCLASS エフェクト612

2. デバイス Aを選択し、"作成 " メニューから "MClass コンプレッサー "を選択してください。
エフェクトはデバイス A にインサートエフェクトとして自動ルーティングされます。

3. ミキサーデバイスのセンドをMClass コンプレッサーの "Sidechain in（サイドチェイン入力）"に接続します。
デバイスパネルの "Active" インジケーターが点灯します。コンプレッサーはデバイス A の信号に反応しなくなります。

4. ミキサーデバイスにてデバイス Bのチャンネルの Aux センドレベル（コンプレッサーに接続したセンド）を上げます。
これにより、デバイス B の信号はミキサーのインプットの他にコンプレッサーのサイドチェーンインプットに送られ、これがコン
プレッサーのゲインリダクションを作動させます。

5. 両デバイスを再生するとデバイス Bが発声する時だけデバイス Aのレベルが下がり、デバイス Bの発声が終わるとデバイス Aのレ
ベルは元に戻ります。
ゲインリダクションの量、レベルが落ちる速さ、そして元のレベルに戻る時間はそれぞれ Gain/Threshold/Ratio と Attack/Release
のパラメーターによって設定します。

例 2 - サイドチェーンを使った特定の周波数域に反応するコンプレッション
サイドチェーンインプットにイコライザーを通した信号を接続することにより、コンプレッサーを任意の周波数域に敏感にさせること
ができます。ボーカルで起こるサ行の耳障りな音を減衰させたり取り除く、「ディエッサー」効果が代表的な応用例です。

特定の周波数域に反応させるコンプレッションは以下のように設定します：

1. [Shift] キーを押さえながらインストゥルメントデバイスを作成します。
[Shift] キーを押さえるとデバイスは自動ルーティングされません。

2. [Shift] キーを押さえながらMClass イコライザーを作成します。
3. [Shift] キーを押さえながらMClass コンプレッサーを作成します。
4. Spider Audio マージャー /スプリッタデバイスを作成します。
5. インストゥルメントデバイスの出力を Spider の Aと Bのインプットに接続します。
6. Spider から 1対のアウトプットをMClass イコライザーのインプットに接続します。
7. イコライザーのアウトプットをMClass コンプレッサーの Sidechain インプットに接続します。
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8. Spider からもう 1対のアウトプットをMClass コンプレッサーのメインインプットに接続します。
コンプレッサーには元の信号がメインインプットに、イコライザーがかかった信号が "Sidechain in（サイドチェイン入力）" に送ら
れることになります。

9. コンプレッサーのアウトプットをミキサーデバイスのインプットに接続します。
10.コンプレッサーのフロントパネルにある "Solo Sidechain（サイドチェインソロ）"ボタンを有効にします。

これによりイコライザーがかかった信号のみを聞けます。

11.MClass イコライザーのパラメーターを使ってゲインリダクションを作動させたい帯域をブーストし、作動させたくない帯域をカッ
トします。
この時の設定は少々過剰でも問題はありません - イコライズされた信号は通常（"Solo Sidechain" が無効の場合）聞こえないため。
ディエッサーのためには一番耳障りな周波数帯域を可能な限り孤立させブーストします。

12.イコライザーの設定が終わったら "Solo Sidechain（サイドチェインソロ）"を無効にします。
コンプレッサーはイコライザーでブーストした帯域に対してより敏感に反応します。ただし、コンプレッサーは信号全体のゲイン
を減衰させます - イコライザーでブーストされた帯域のみ減衰するわけではありません。従ってディエッサーの場合、一般的にア
タックとリリースを速めにして残りの信号にゲインリダクションの影響を与えすぎないようにします。

CV アウトプット
MClass コンプレッサーの裏には "Gain Reduction CV Out（ゲインリダクション CV）" 端子が装備されており、コンプレッサーによるゲ
インリダクションの量に応じて、他のパラメーターの制御が可能になります。つまりコンプレッサーをエンベロープフォロアーとして
動作することを意味します。例えば、ミキサーの Pan やシンセのパラメーターをオーディオのレベルにより制御することができます。
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MClass マキシマイザー

これはラウドネスマキシマイザー、激しいクリッピングによる歪みの心配なく音圧を最大化する特殊なリミッターです。「ブリック
ウォール」リミッティングを可能にする "4ms Look Ahead（ピークの事前検知）" 機能や、"Soft Clip（ソフトクリップ）" 機能が装備さ
れています。

MClass マキシマイザーはインサートエフェクトとしても使用できますが、信号の流れの最後尾、つまり最終ミックス出力と Hardware 
Device（ハードウェアデバイス）の間にインサートできるように設計されました。

パラメーター

|パラメーター |説明
Input Gain

（入力ゲイン）
ミックスの基本的なレベルを設定します。高い値に設定した場合、激しいクリッピングによる歪
みの発生を抑えるため "Look Ahead" モード、または "Soft Clip" 機能の使用をお奨めします。
可変レンジ：±12dB

Limiter On/Off
（リミッターの有効化）

リミッターセクションのオン / オフを設定します。

Look Ahead On/Off
（ピークの事前検知）

有効にすると 4ms という短いディレイを信号に追加します。このディレイを使って、ピークを事
前に感知します。大きなピークが起きた時、リミッターは既に作動準備ができているため、ス
ムーズにピークを抑制するため、ゲインリダクションが適用されます。

Attack
(Fast/Mid/Slow)

（アタック）

リミッターが作動するまでの時間を決定します。これを "Fast" に設定し、"Look Ahead" を有効に
すると（Output Gain が 0dB に設定されている場合）「ブリックウォール」リミッティングが得ら
れます - 0dB 以上のピークは全て完全に抑制されます。

Release
(Fast/Slow/Auto)

（リリース）

リミッター効果がサウンドに影響しなくなるまでの時間を決定します。これを "Auto" に設定する
とリリース時間は自動的に入力信号に対応します。

Output Gain
（出力ゲイン）

アウトプットゲインを決定します。通常 0dB に設定します。

Soft Clip On/Off
（ソフトクリップの有効化）

有効にすると若干異なる方法で 0dB「ブリックウォール」リミッターとして作動します。信号は
「ソフトクリップ」し、耳に優しく、ウォームな歪みが追加されます。この効果を得るために使う
こともできますが、Mid か Slow 設定で Look Ahead を使用した場合（または Look Ahead を使用
しない場合）に、耳障りな「ハード」クリップから信号を守るためにも使えます。

Soft Clip Amount
（ソフトクリップの歪み量）

ソフトクリップの歪みの量を調整します。Soft Clip が有効になっていても Amount が 0 の場合、
歪みはハードクリップと同様、耳障りなものになります。

Output level meter
(Peak/VU)

（出力レベル）

ミキサーに搭載されているものより解像度の高いメーターです。メーターの動作は Peak（ピーク
に対して速く反応）と VU（平均レベル）から選択できます。



第 32章
Line 6 アンプ



LINE 6 アンプ616

はじめに

Line 6 Guitar Amp（上）と Line 6 Bass Amp（下）

Line 6 Guitar Amp と Bass Amp は Line 6 が開発した有名なモデリングアルゴリズムに基づいたアンプとスピーカーキャビネットのシ
ミュレータです。ふたつのデバイスには自由に組み合わせ可能な、最も名高い５つのビンテージアンプとキャビネットモデルの正確な
シミュレーションが備わっています。望むサウンドが何であれ、ギターまたはベース用の最高のアンプトーンを簡単に作成できます。

さらに Line 6 デバイス（POD 等）をコンピューターに USB で接続してあると、そのデバイスに入っているすべてのアンプ / キャビ
ネットモデルを Line 6 アンプで使用できます。「その他の Line 6 アンプモデル」をご参照ください。

Line 6 Guitar Amp と Bass Amp は共通のアンプ / キャビネットアルゴリズムと多くのパラメーターを共有しており、実質的に同一で
す。ただし各デバイスのプリセットパッチはそれぞれギターまたはベースの処理に適しているほか、いくつか異なるパラメーターがあ
ります。

本章ではふたつのデバイスは「Line 6 アンプ」の総称でまとめて説明されます。ふたつのデバイスでパラメーターが異なる場合には記
述されます。

Amp Tones（アンプトーン）パッチ形式について
パッチ（または「Amp Tones」）は拡張子「.I6t」で保存されます。ギターアンプトーンとベースアンプトーンには同じ拡張子が使われ
ますが、内容は異なり、保存されたアンプタイプ（ギターまたはベース）に特化しています。

パッチのロード方法は「パッチ（Amp Tones）の選択」で説明されています。パッチの保存は他のエフェクトデバイスと同じように行
います -「パッチの保存」をご参照ください。

! Reason Essentials の Line 6 アンプデバイスはトーンを必ず Pod Farm 2形式で保存します。これらのトーンは Pod Farm 1 では編集
のために開くことができません -Pod Farm 2 が必要です。

基本的な使用法
Line 6 アンプはどのような信号でも処理できますが、「ライブ」での使用、つまり生楽器を接続したオーディオトラックチャンネルの
インサート、に最も適しています。こうすると再生と録音時にエフェクトをモニターできます。

エレキギターやベースを録音する際、アンプ / キャビネットのトーンは楽器のレスポンスに影響を与え、さらに演奏自体にも影響を与
えます。Line 6 アンプは簡単に良質な基本トーンを設定できるため、録音をすぐ始められます！

本物のアンプを使用する場合は、録音前にアンプの設定を完璧にしなければならず、録音後のトーンの変更は限られてしまいます。し
かし Reason Essentials ではインサート FX は録音される信号には含まれないため、録音後、最終ミックスダウン（またはミキサーチャ
ンネルバウンス）を行うまでトーンやアンプモデル等の変更を自由に行うことができます。
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Line 6 アンプをインサートエフェクトとして使用する際の重要な情報

･ 録音時に Line 6 アンプをインサート FXとして使用するには Reason Essentials を通してモニターする必要があります（環境設定の
「モニタリング」参照）- でないと録音中に Line 6 アンプの音は聞こえません。
この際、レイテンシーを低く設定しないと違和感を感じます（「バッファサイズ設定」参照）。良いクオリティのオーディオハード
ウェアとドライバーでは、本物のギターアンプから１メートル離れて立った際のディレイとほぼ同じ、数ミリ秒のレイテンシーが
可能です。

フロントパネル
Line 6 アンプのフロントパネルはふたつのセクションに分かれています：パッチ / アンプ / キャビネットのセレクターのあるディスプ
レイエリアと、右側の標準アンプトーンコントロール。アンプパラメーター（トーンコントロール）については「アンプパラメー
ター」で説明されています。

ギターアンプにはさらにボリュームとワウペダルのコントロールが（「ペダルコントロール（ギターアンプのみ）」参照）、ベースアン
プにはコンプレッサーが（「コンプレッサー（ベースアンプのみ）」参照）備わっています。

共通のエフェクトデバイスパラメーター
Line 6 アンプに特化したパラメーターは本章に記述されていますが、すべてのエフェクトデバイスに共通した機能や操作方法は「エ
フェクトデバイス共通の機能」をご参照ください。Line 6 アンプでは入力メーター、バイパスオン / オフ スイッチ、信号フロー表示な
どがこれに当てはまります。
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Line 6 アンプの使用
パッチ（Amp Tones）の選択
Amp Tones（アンプトーン）にはすべてのパネル設定が保存されます。Sound Bank の Effects フォルダーには多くのアンプトーンがギ
ターとベースカテゴリに分けて含まれています。前述のとおり、これらパッチタイプは異なり、互換性はありません。

D アンプトーンをロードするにはパッチブラウズ（フォルダーアイコン）ボタンをクリックしてパッチブラウザを開きます。

パッチブラウザではアンプトーンを試聴してからロードできます。

D さらにアンプディスプレイに表示されたパッチ名をクリックすると、現在使用しているフォルダー内にあるアンプトーンを直接選
択できます。

また、リストの " ブラウザを開く " を選択すれば、パッチブラウザからアンプトーンを選択できます。ブラウザではアンプトーンを
試聴してからロードできます。

D アンプトーン名の右にある上下矢印ボタンで現在使用しているフォルダー内のアンプトーンを順番に選択できます。

q POD Farmなどの Line 6 ソフトウェアには膨大な数のトーンが付属しており、デフォルトではユーザ－アカウントの書類フォルダー
にインストールされます。これらのトーンを Reason Essentials の Line 6 アンプデバイスにもロードできます！ロードしたトーン
が使用できないアンプやエフェクトモデルを使用している場合、他のモデルに置き換えられます（「"見つからないモデル "と " 置
き換え " 機能について」をご参照ください）。
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アンプとキャビネットモデルの選択
５種類の基本的なアンプモデルから選択できます：３種類のギターアンプモデルと２種類のベースアンプモデル。各アンプモデルには

「マッチ」したキャビネットモデルがありますが、自由に組み合わせることも可能です。各モデルの説明は「アンプ / キャビネットモ
デルについて」をご参照ください。

アンプモデルの選択
D アンプモデルを変更するには、ディスプレイの２列目をクリックし、ギターアンプまたはベースアンプのサブメニューからモデル
を選択します。

D またディスプレイの右にあるアンプ選択ボタンでアンプモデルを切り替えられます。

アンプモデルを変更すると次のことが起こります：

･ アンプモデルを変更すると、キャビネットモデルも自動的にアンプにマッチしたものに変わります。
ただしキャビネットモデルのみを変えることもできます - 下記参照。

･ アンプパラメーター設定は選択したアンプのデフォルト値にリセットされます。
アンプモデルの変更はトーンを劇的に変えます。あるアンプのパラメーター設定は、異なるアンプには適さないことが多いため、
大抵は調整が必要になります。デフォルトアンプパラメーターは各アンプに最適化されます。

･ まだアンプパラメーター設定の変更を保存していない状態でアンプモデルを変更すると、これらのパラメーターは保持されます。
これによりアンプモデルを変更した際に、設定を意図せず無くすことはありません。また、パラメーター設定を保ちながらアンプ
モデルを変更するには、保存せずにパラメーターを手動で調整します。"No Amp" が選択されている場合、すべてのアンプパラメー
ターはデフォルト値にリセットされます。

･ アンプを変更しても、オートメーションされたアンプパラメーターのオートメーションは保持されます。

キャビネットモデルの選択
キャビネットモデルは、アンプモデルとは独立して自由に選べます。

D キャビネットモデルを変更するにはディスプレイの最下列をクリックし、ギターキャビネットまたはベースキャビネットのサブメ
ニューからモデルを選択します。

D またディスプレイの右にあるキャビネット選択ボタンでモデルを切り替えられます。
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アンプ /キャビネットモデルについて
アンプモデルはそれぞれのデフォルトキャビネットモデルとともにリストされていますが、アンプとキャビネットは自由に組み合わせ
ることが可能です。またギター / ベースのカテゴリにはとらわれず、ベースギターにギターアンプとベースキャビネットを使うなど、
アンプ / キャビネット / 楽器を自由に組み合わせてみると良いでしょう。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

アンプパラメーター
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

その他のパラメーター

ペダルコントロール（ギターアンプのみ）

ワウ（Wah）とボリューム（Volume）はペダルコントロールのパラメーターです。"Wah"（レゾナントフィルター）と "Volume" パラ
メーターはそれぞれトーンとボリュームを変えます。ペダルエクスプレッションは適当な Remote コントロールサーフェス（MIDI ペ
ダル等）でレコーディングできます。またこれらのパラメーターには CV コントロール入力も備わっています。

D ボリュームとワウコントロール両方を有効にするには "ON" ボタンをクリックします。

|アンプモデル |説明 |デフォルトキャビネットモデル /説明
1964 Blackface ‘Lux
( ギターアンプ )

この万能アンプは温かくもクリーンなトーンにわずかなクランチ
が加わり、ルーツブルーズからポップスまで幅広い音楽スタイル
に最適です。

1x12 1964 Blackface ‘Lux/
シングルスピーカー コンボキャビネット。

1968 Plexi Lead 100
( ギターアンプ )

史上最高のアンプの１つ。分厚いクランチと優れたダイナミック
レスポンスがシグニチャーと言える、クラシックロックトーンの
代名詞。

4x12 1968 Green 25s/
クラシックスピーカーを備えた 4x12 キャビネット。

2001 Treadplate Dual
( ギターアンプ )

鋭いトーンが特徴のハイゲインアンプ。クリーンからヘビーまで
自由自在。

4x12 2001 Treadplate/
モダンな 4x12 キャビネット。

1974 Rock Classic
( ベースアンプ )

迫力のパンチとビッグサウンドを誇る 300 ワットのハイパワー
アンプ。多くのロックベーシストのチョイス。

8x10 Classic/
大低音の大型キャビネット。

1968 Flip Top
( ベースアンプ )

世界で最もポピュラーなスタジオアンプに基づいた比較的小型
（25 ワット）なアンプ。

1x15 Flip Top/
シングル 15" スピーカー搭載の密閉型キャビネット。
タイトで優れたベーストーン。

|パラメーター |説明
Drive コントロール 入力ゲインを制御します。Drive 値が高いほど強いクランチが得られます。

Bass/Middle/Treble コントロール 
( ギターアンプ )
Bass/Lo Mid/Hi Mid/Treble コントロール 
( ベースアンプ )

これらはベース、ミッド、ハイの周波数帯をカットまたはブーストできるトーンコントロールです。
ベースアンプにはローミッドとハイミッドも備わっており、重要なミッドレンジ周波数帯をより精密にコン
トロールできます。

Presence コントロール ( ギターアンプのみ ) プレゼンスは通常高周波数帯域をブーストし、サウンドをミックスの中で際立てます。

Volume アンプのマスターボリュームを制御します。
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コンプレッサー（ベースアンプのみ）

ベースサウンドを「タイト」にするため、つまりレベルを均一にしてパンチとサステインを上げるため、最適化された固定レシオコン
プレッサーです。"Threshold"（スレッショルド）コントロールはコンプレッションが始まるレベルを設定します。実際の使用では、
スレッショルドを下げるほど、コンプレッションが強くかかります。

D コンプレッサーを有効にするには "ON" ボタンをクリックします。

その他の Line 6 アンプモデル
コンピューターに Line 6 USB ハードウェアデバイスが接続されていると、そのデバイスのアンプとキャビネットモデルすべてを、
Reason Essentials の Line 6 Guitar/Bass Amp で使用できます。これら追加アンプ / キャビネットモデルは標準モデルとともにリストに
表示され、同じように選択、調整できます！

Reason Essentials で追加アンプモデルを使用するには次の２つの条件が必要です：

･ 初めて Line 6 ハードウェアをコンピューターで使用する場合は、コンピューターをオーソライズする必要があります。
Line 6 Monkey アプリケーションを起動して指示に従ってください。Line 6 Monkey アプリケーションは http://www.line6.com か
らダウンロードできます。

･ Line 6 ハードウェアには ”Propellerhead” オプションがインストールされている必要があります。
新しいハードウェアにはこのオプションが既にインストールされています。インストールされていない場合は Line 6 Monkey アプ
リケーションを起動し、指示に従います。

! POD Farmまたは POD Farm Platinumのライセンスが入った iLok をご使用の場合、すべてのオーソライズされたアンプモデルを
Reason Essentials で使用できます - ダウンロードやオーソライズを行う必要はありません。

Line 6 アンプでは、他の Line 6 デバイス（エフェクトモデルを含む）で作成したアンプトーンも使用できます。エフェクトの場合、
Reason Essentials で効果を聞くことはできますが、パラメーター調整は行えません。ただし Line 6 POD Farm などのソフトウェアで設
定を変更し、アンプトーンとして保存すれば Line 6 アンプで使用できます。

Line 6 ハードウェアには様々なプリアンプモデルも搭載されていますが、これらも Line 6 アンプでアンプモデルとして選択可能です。
これらのモデルは Reason Essentials とは異なるアンプパラメーターを持っているので、すべてのパラメーターにアクセスできないこ
ともあります。この際、エフェクトと同様に設定変更は Line 6 POD Farm で行えます。

･ Reason Essentials の Line 6 アンプデバイスは Pod Farm 1 と Pod Farm 2 形式のトーンを読み込めます。

･ Reason Essentials 1.5 の Line 6 アンプデバイスはトーンを必ず Pod Farm 2形式で保存します。これらのトーンは Pod Farm 1 では
編集のために開くことができません -Pod Farm 2 が必要です。

Line 6 ハードウェアをご使用の場合、これらのドライバーをアップデートする必要があります（アップデートしないと Reason 
Essentials はハードウェアの追加アンプモデルにアクセスできません）。Pod Farm 2 をインストールするとドライバーは自動的にアッ
プデートされます。もしくは Line 6 Monkey を使ってドライバーをダウンロード、インストールできます。新しいドライバーは Mac 
OS X 10.6（Snow Leopard）と Windows 7 への対応も含まれています。
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" 見つからないモデル "と " 置き換え " 機能について
Line 6 ハードウェアを接続していない状態で追加の Line 6 アンプモデルを使うパッチまたはソングを開いた場合、または接続したハー
ドウェアにインストールされていないモデルパックオプションを使用するパッチやソングを開いた場合、" 見つからない Line 6 モデル
" 警告が表示されます：

D "OK" をクリックすると、追加の Line 6 モデルは一時的にデフォルトアンプモデルに置き換えられます。
ソングはデフォルト Line 6 アンプモデルを使って開きます。Line 6 アンプデバイスには "Missing Models" インジケーターが点灯し、
置き換えモデルを使用中であることを示します。

モデルを変更、または "Replace" ボタン（下記参照）をクリックしない限り、ソングでの作業や保存を通常通り行えます。見つか
らないモデルに関する情報は保持され、後に Line 6 ハードウェアを接続してソングを開いた時、正しいモデルが使用されます。

見つからないアンプモデルをデフォルトモデルに完全に置き換えることも可能です。

D 見つからないアンプモデルを現在使用されているデフォルトモデルに完全に置き換えるには "Replace" ボタンをクリックします。
"Missing Models" インジケーターは消え、アンプモデルは完全にデフォルトモデルに置き換えられます。

接続

･ 両方の Line 6 アンプには左右入出力が備わっています。

･ Line 6 Guitar Amp にはさらにペダルパラメーター（ボリュームとワウ）を制御するための CV入力が備わっています。

q リズミックなオートワウエフェクトを得るにはSubtractorのLFO CV出力をLine 6 Guitar AmpのWah CV入力に接続してみましょう。



第 33章
RV7000 
アドバンストリバーブ
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RV7000 アドバンストリバーブ

RV7000 はハイクオリティリバーブプロセッサーです。９種類の異なるリバーブおよびエコーアルゴリズムをフィーチャーし、ルーム
やホールからスペシャルエフェクトまでカバーします。RV7000 は多くの役に立つリバーブプリセットを備えており、プリセットを１
つ選んでメインパネルの重要なパラメーターのみを調整して簡単に使うこともできますし、リモートプログラマーパネルを使用してリ
バーブの詳細な微調整を行うこともできます。

RV7000 はまたイコライザーとゲートセクションを備えています。両方とも本物のようなリバーブサウンド処理を行うためのもので、
ゲートリバーブを含むいかなる種類のリバーブキャラクターをもバーチャルに再現します。

パッチフォーマットについて
Scream 4 デバイス同様に、RV7000 はプログラム可能なエフェクトプリセットを備えています。Factory Sound Bank の中に数多くのプ
リセットパッチがあり、そのまま使用しても、より詳細なエディットを行うための出発点としても良いでしょう。

パッチは Windows のファイル拡張子 "*.RV7" を使用します。パッチのロード / 保存はインストゥルメントデバイスと同様の方法で行い
ます。

RV7000 の典型的な接続方法としてはセンドエフェクトが挙げられます。この方法なら複数の異なるミキサーチャンネルの処理に使用
できるからです。とは言え、インサートエフェクトとして使用することも可能です。この場合、メインパネル上の "Dry / Wet" コント
ロールを使用してサウンド処理を行わないドライ成分とリバーブ成分のバランスを調整します。注意：

D RV7000 は完全なステレオリバーブです。つまり両チャンネルを処理する際、ステレオ入力情報を使用するのです。この際両入力
チャンネルの信号を足し合わせることはありません。
また、モノラル入力 - ステレオ出力のエフェクトとして利用することも可能です。モノラル / ステレオどちらの接続方法を利用する
かは素材に依ります。オーディオソースがモノラルもしくはステレオではあるが左右のチャンネル間でそれほど大きな差がない場
合、モノラル入力で十分です。

D RV7000 のリバースリバーブエフェクトを使用する場合、インサートエフェクトとして使用するか、ミキサーの "プリフェーダー "
モードを選択し、チャンネルフェーダーを下げてミキサーのセンドを利用するかをご検討ください。
リバースエフェクトを使用する場合、一般的にはドライサウンドが聞こえないようにしたい場合がほとんどだからです。「Gate セ
クション」をご参照ください。

メインパネル

RV7000 を作成すると、メインパネルのみが表示されます。ここにはパッチの操作、EQ および Gate セクション用のオン / オフボタン、
もっとも重要なリバーブパラメーターとドライ / ウェットのミックスコントロールしかありません。リバーブパッチを選び、簡単な調
整を行うだけであればこのパネルの操作だけで十分です。
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リモートプログラマー
メインパネル上にある " ケーブルスロット " の隣の矢印ボタンをクリックしリモートプログラマーパネルを表示させてください。

こちらのパネルはリバーブの詳細な設定を行う際使用します。

･ 左側の "Edit Mode（エディットモード）"ボタンでどのセクションの設定を行うかを選択します。

･ 設定はグラフィックディスプレイの周りにある８個のノブで行います。ノブの機能は選択した Edit Mode や選択したリバーブアル
ゴリズムによって異なります。各ノブの隣のディスプレイに、該当するパラメーターの名前と値が表示されます。

･ すべてのモードとアルゴリズムが８個のノブ全部を使うわけではありません。ノブが選択したモードで使用できない場合、ノブ隣
のディスプレー内には何も表示されません。

･ グラフィックディスプレー自体を設定変更に使用することはできません。こちらは選択されたリバーブのグラフィック表示がされ
るだけです。
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リバーブアルゴリズムおよびパラメーター

エフェクトデバイス共通のパラメーター
本章では RV7000 に特化したパラメーターについて説明します。すべてのエフェクトデバイスに共通した機能や操作方法に関しては

「エフェクトデバイス共通の機能」をご参照ください。エフェクトデバイス共通の機能とは入力メーター、バイパススイッチ、そして
シグナルフローのグラフなどです。

メインパネル上のパラメーターについて

メインパネル上には３つのリバーブパラメーターがあり、すべてのアルゴリズムで利用可能です。

アルゴリズムの選択
リモートプログラマーパネル上でリバーブアルゴリズムを選択します：

1. メインパネル上にあるリモートプログラマーの矢印ボタンをクリックし、リモートプログラマーパネルを表示します。
2. "Edit Mode" ボタンが "Reverb" に設定されていることを確認します。
3. 左上のノブを用いてリバーブアルゴリズムを選択します。

選択したアルゴリズムがノブの隣のディスプレイ上に表示されます。

ここでは９種類のアルゴリズムが素早くオーバービューできます。詳細とパラメーターの解説は以下をご覧ください。

|パラメーター |説明
Decay

（ディケイ）
リバーブの長さ、もしくはエコーアルゴリズムを選択した場合にはフィードバックの長さを調整します。

HF Damp
（HF ダンプ）

どのくらいの時間でリバーブ内の高周波帯域が減衰するかをコントロールします。値を大きくすると高周波は
減少していき、リバーブサウンドは暖かみを増し、明るさが減ります。

HI EQ ミキサーやアンプに付属する一般的なトレブルコントロールに近いハイシェルビング EQ です。よりソフトな
リバーブサウンドにするには設定値を低く、より高周波が必要な場合は値を高くします。

|アルゴリズム |説明
Small Space

（スモールスペース）
小さな閉じられた空間（小部屋もしくは共鳴胴）をシミュレートします。

Room
（ルーム）

部屋のシミュレートを行い、部屋の形状と壁の材質が調整可能です。

Hall
（ホール）

ホールをシミュレートします。

Arena
（アリーナ）

広いアリーナをシミュレートします。左・右・センターの各リバーブにそれぞれ個別のプリディレイを装備し
ています。
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Small Space（スモールスペース）
このアルゴリズムは小さな共鳴胴から部屋まで、小さく閉じられた空間内のサウンドを実現します。パラメーターは以下の通りです：

Room（ルーム）
ミディアムサイズの部屋をシミュレートし、以下のパラメーターを使用します：

Hall（ホール）
ホールをシミュレートします。パラメーターは上記 "Room" アルゴリズムと同じです。ただし "Hall" アルゴリズムはより大きな "Size"
設定が可能です。

Plate
（プレート）

クラシカルなプレートリバーブをシミュレートします。

Spring
（スプリング）

ギターアンプなどに用いられるスプリングリバーブをシミュレートします。

Echo
（エコー）

徐々に拡散するエコーを備えたエコーエフェクトです。Reason Essentials のテンポに同期させることができ
ます。

Multi Tap
（マルチタップ）

４本の異なるディレイラインとテンポシンクを備えたマルチタップディレイです。

Reverse
（リバース）

リバースリバーブエフェクトはドライサウンドをリバーブの後で聞こえるように " 押し出し " ます。結果とし
てリバーブが逆再生された後に元のサウンドが再生されます。

|パラメーター |説明
Size（サイズ） シミュレートする空間のサイズ

Mod Rate
（Mod 周波数）

より滑らかなサウンド（もしくは特殊なエフェクト）のために、リバーブにランダムモジュレーションをかけ
ることができます。このパラメーターはモジュレーションの速度を設定します。量は "Mod Amount" で設定し
ます。

Room Shape
（部屋の形状）

４種類の異なる部屋の形状から選択し、リバーブのキャラクターに影響を与えます。

LF Damp
（LF ダンプ）

どのくらいの時間でリバーブ内の低周波帯域が減衰するかをコントロールします。値を大きくすると低周波が
減少していき、リバーブサウンドは " 薄く " なり、ブーミーではなくなっていきます。

Wall Irreg
（壁の配置）

小さな空間内部のシミュレートされた壁の配置を調節します。最も低い設定値の場合、まっすぐ向かい合った
2 枚の壁をシミュレートし、高い値になればなるほど壁と角の個数が増え、より複雑なレゾナンス（共鳴）を
シミュレートします。

Predelay
（プリディレイ）

プリディレイタイムを設定します。この場合、プリディレイタイムとは音源のオーディオ信号からリバーブ再
生され始めるまでの時間の遅れのことです。

Mod Amount
（Mod 反映量）

リバーブにモジュレーションをかける量を設定します。実際に存在する部屋や共鳴胴をシミュレートする場合
はかなり低い設定値に、特殊なエフェクト用には高い設定値にします。

|パラメーター |説明
Size

（サイズ）
シミュレートする部屋のサイズ。

Diffusion
（拡散）

低い設定値の場合、個々のリバーブ " バウンス "（反射）がよりクリアに聞こえます。高設定値の場合、" ぬ
めっとした " 滑らかで濃密なリバーブが聞こえます。

Room Shape
（部屋の形状）

４種類の異なる部屋の形状から選択し、リバーブのキャラクターに影響を与えます。

ER->Late
（ER 残響までの時間）

リバーブが最初に " 応える " ことを初期反射 (ER) と呼び、一般的に実際のリバーブテール部分よりもはっきり
としています。このパラメーターは初期反射とリバーブテールの間の時間を設定します。パーセンテージで設
定され、実際のディレイタイムは "Size" 設定に依って変化します。

ER Level
（ER レベル）

初期反射のレベルを調整します。"0" が基本レベルです。

Predelay
（プリディレイ）

プリディレイタイムを設定します。この場合、プリディレイタイムとは音源のオーディオ信号からリバーブ再
生され始めるまでの時間の遅れのことです。

Mod Amount
（Mod 反映量）

リバーブにモジュレーションをかける量を設定します。適度なモジュレーションをかけることで、自然で変化
のあるサウンドが得られます。

|アルゴリズム |説明
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Arena（アリーナ）
長いプリディレイタイムを利用してアリーナやコンサートホールのアンビエンスをシミュレートします：

Plate（プレート）
クラシカルなプレートリバーブは、たとえばボーカル用に最適です。パラメーターは以下の通りです：

Spring（スプリング）
ギターアンプやオルガンなどに用いられるスプリングリバーブをシミュレートします。スプリングリバーブでは以下のパラメーターが
利用可能です：

|パラメーター |説明
Size

（サイズ）
シミュレートする部屋のサイズ。

Diffusion
（拡散）

低い設定値の場合、個々のリバーブ " バウンス（反射）" がよりクリアに聞こえます。高設定値の場合、リバー
ブさえもより汚れて、濃密に聞こえます。

Left Delay
（左ディレイ）

リバーブ左側のプリディレイタイムです。

Right Delay
（右ディレイ）

リバーブ右側のプリディレイタイムです。

Stereo Level
（ステレオレベル）

リバーブの左右のレベルを調整します。"0" が基本レベルです。

Mono Delay
（モノディレイ）

モノラル（センター）リバーブ信号のプリディレイタイムです。

Mono Level
（モノレベル）

モノラル（センター）リバーブ信号のレベルを調整します。"0" が基本レベルです。

|パラメーター |説明
LF Damp

（LF ダンプ）
どのくらいの時間でリバーブ内の低周波帯域が減衰するかをコントロールします。値を大きくすると低周波は
減少していき、リバーブサウンドは " 薄く " なり、ブーミーではなくなっていきます。

Predelay
（プリディレイ）

プリディレイタイムを設定します。この場合、プリディレイタイムとは音源のオーディオ信号からリバーブ再
生され始めるまでの時間の遅れのことです。

|パラメーター |説明
Length

（長さ）
シミュレートされたスプリングの長さを設定します。

Diffusion
（拡散）

低い設定値の場合、個々のリバーブ " バウンス（反射）" がよりクリアに聞こえます。高設定値の場合、" ぬ
めっとした " 滑らかで濃密なリバーブが聞こえます。

Disp Freq
（Disp 周波数）

オーディオ信号を実際のスプリングリバーブ装置に送る際、最初一時的に素早い特徴的なスイープ音のノイズ
が再生されます。これはサウンド内の異なる周波数が異なる量で遅れるからです。この現象は波長分散

（disperision）と呼ばれています。このパラメーターはこのサウンドの周波数をコントロールします。

LF Damp
（LF ダンプ）

どのくらいの時間でリバーブ内の低周波帯域が減衰するかをコントロールします。値を大きくすると低周波が
減少していき、リバーブサウンドは " 薄く " なり、ブーミーではなくなっていきます。

Stereo (on/off)
（ステレオ）

スプリングリバーブの出力がモノラルかステレオかを選択します。

Predelay
（プリディレイ）

プリディレイタイムを設定します。この場合、プリディレイタイムとは音源のオーディオ信号から初期反射や
リバーブが再生され始めるまでの時間の遅れのことです。

Disp Amount
（Disp 反映量）

波長分散（disperision）エフェクトの量を設定します。上記 "Disp Freq" もご参照ください。
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Echo（エコー）
拡散 (diffusion) コントロールとテンポシンク機能を備えた一歩進んだエコーエフェクトです。"Echo" が選ばれると、メインパネルの
"Decay" コントロールがエコーフィードバック（エコーの繰り返し回数）をコントロールします。パラメーターは以下の通りです：

Multi Tap（マルチタップ）
マルチタップディレイは別々のディレイタイム、定位、レベルを持つ４つの異なるディレイ効果が得られます。４ディレイタップすべ
てを与えられた１種類の速さで繰り返すことができます。繰り返しになりますが、メインパネル上の "Decay" コントロールはフィード
バックをコントロールします。フィードバックとはマルチタップすべての繰り返し回数のことです。すべてのディレイタイムはテンポ
に同期させることができます。

このアルゴリズムは各ディレイタップごとに別々の設定を行うため、少し操作方法が異なっています：

･ ディプレイの左側のパラメーターはすべてのタップに共通です。

･ 右上の Edit Select パラメーターを使用して、どのタップの設定を行うかを選択できます。その下の３つのパラメーターは現在選択
しているタップを調整します。

|パラメーター |説明
Echo Time

（エコータイム）
各エコー間の時間を設定します。
"Tempo Sync"（以下参照）がオフの場合、エコータイムはミリセカンド（10-2000ms）単位で設定されます；
"Tempo Sync" がオンの場合、エコータイムは現在のソングのテンポに従い、16 分音符、もしくは 8 分 3 連符
単位で設定されます。

Diffusion
（拡散）

値が 0 の場合、エコーは標準的なディレイエフェクトとして動作し、クリアで精密な繰り返しを行います。
"Diffusion" の設定値を高くすると " メインの " エコー音に極めて近いタイミングで追加のエコーが生成され、
" ぬめっとした " エコーサウンドになります。エコーのステレオイメージを拡げる際にも使用します。

Tempo Sync
（テンポシンク）

エコータイムが自由に設定できるか（オフ）、Reason Essentials のテンポに同期するか（オン）を選択しま
す。

LF Damp
（LF ダンプ）

どのくらいの時間でリバーブ内の低周波帯域が減衰するかをコントロールします。値を大きくすると低周波が
減少していきます。

Spread
（広がり）

"Diffusion（拡散）" パラメーターで追加されたエコーの位置を調整します。よりリバーブに近い非常にぬめっ
としたエコー用の場合、"Diffusion" と "Spread" を共に最大値に設定してください。

Predelay
（プリディレイ）

プリディレイは、ディレイタイムと加算して一回目のエコーが聞こえるまでの時間を決定します。
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･ "Edit Select" を "Repeat Tap" に設定することもできます。これはマルチタップ全体のリピートタイムを設定します。
リピートタイムが短い場合には、最後のタップが聞こえる前に最初のタップのリピートが生じることもあります。これはとても複
雑なマルチプルディレイエフェクトを作成する場合に利用します。

The 左側の共通パラメーターは以下の通りです：

"Edit Select" パラメーターで Tap 1 - 4 を選択した場合、選択したディレイタップに対して以下の設定が可能です：

"Edit Select" パラメーターで "Repeat Tap" が選択されている場合、パラメーターは１つだけディプレイの右に表示されます：

|パラメーター |説明
Tempo Sync

（テンポシンク）
ディレイタイムが自由に設定できるか（オフ）、Reason Essentials のテンポに同期するか（オン）を選択
します。

Diffusion
（拡散）

"Diffusion" 設定値を高くすると " メインの " ディレイに非常に近いタイミングで追加のエコーを生じ、" ぬ
めっとした " ディレイサウンドになります。

LF Damp
（LF ダンプ）

どのくらいの時間でエコー内の低周波帯域が減衰するかをコントロールします。値を大きくすると低周波が
減少していきます。

|パラメーター |説明
Tap delay

（タップディレイ）
音源のオーディオ信号からタップするまでの時間を設定します。"Tempo Sync" がオフの場合、エコータイム
はミリセカンド（10-2000ms）単位で設定されます；"Tempo Sync" がオンの場合、エコータイムは現在のソ
ングのテンポに従い、16 分音符、もしくは 8 分 3 連符単位で設定されます。

Tap level
（タップレベル）

選択したタップのレベルを調節します。

Tap pan
（タップ Pan）

選択したタップの定位を調節します。

|パラメーター |説明
Repeat Time

（リピートタイム）
マルチタップセット全体のリピートタイムを設定します。繰り返し回数はメインパネルの "Decay" コント
ロールで設定します。
"Tempo Sync" がオフの場合、エコータイムはミリセカンド（10-2000ms）単位で設定されます；"Tempo 
Sync" がオンの場合、リピートタイムは現在のソングのテンポに従い、16 分音符、もしくは 8 分 3 連符単位
で設定されます。
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Reverse（リバース）
RV7000 のリバースリバーブアルゴリズムは特別で、音源となるオーディオも実際に " 動かす " ことができます。リバースリバーブに
送られたサウンドは " サンプル " され、リバースリバーブが作成され、再生され、最後に " サンプル " されたオリジナルサウンドが再
生されます。例えば、スネアドラムヒットをリバースリバーブに送った場合、スネアドラムヒットに続いて逆再生リバーブが聞こえて
きます。

従って最初にオリジナルのドライなサウンドを聴かせたくない場合もあるでしょう。これを解決するには２つの方法があります：

D RV7000 をインサートエフェクトとして接続し、メインパネルの "Dry/Wet（ドライ /ウェット） " コントロールを完全に "Wet" に設定
します

D ミキサーのセンドを使用し、RV7000 をセンドエフェクトとして接続します。センド用 "Prefader(PRE)" スイッチを有効にして音源
信号用のミックスフェーダーを完全に下げます。
この方法では信号はリバーブに送られていますが、ミキサーチャンネルからのドライサウンドはきこえません。繰り返しになりま
すが、リバーブの "Dry / Wet" コントロールは "Wet" に設定してください。

注：リバースアルゴリズムで注意するべき点は、メインパネル上の "Decay" 設定値を高くするとリバースリバーブはより早くからス
タートし、そしてより長い時間をかけてフェードインすることです。同様に "HF Damp" パラメーターは、高周波がリバースリバーブ
内でどのくらい早く増加していくかを決めます。リモートパネル内では "Reverse" アルゴリズムは以下のパラメーターが使用できま
す。

|パラメーター |説明
Length

（長さ）
音源信号がリバーブに送られてから再度再生されるまでの時間を設定します。ここで設定した時間の間、
ディスプレイに表示される通りリバースリバーブが機能します。
時間は "Tempo Sync" がオフかオンかに依ってミリセカンドもしくはノート単位で設定することができます。
注意：上で述べた通り、"Decay" 設定はリバースリバーブの実際の長さを決めます。本質的にはリバースリ
バーブが音源信号の後どのくらいの時間で開始されるかが決まります。ただしもちろんリバースリバーブは
オリジナルの音源信号の前に開始できません！ "Decay" を "Length" 設定よりより長い時間に設定した場合、
リバースリバーブは音源信号がリバーブに送られ次第ただちに開始されます。これを読んでややこしく感じ
るようでしたら、RV7000 のディスプレイをチェックして、設定を試してください。すぐにどのように動作
しているかご理解頂けるでしょう。
"Length" の値を非常に大きく設定すると、その分 CPU パワーが必要ですのでご注意ください。以下の
"Density" パラメーターを調整することで CPU パワーの消費量を減らすことができます。以下をご覧くださ
い。

Density
（密度）

"Reverse" エフェクトの " 厚み " を調整します。このパラメーターが０になっている場合、エフェクトは濃密
な " 波 " ではなく個々のディレイを再生します。これは特殊なエフェクトとして使用することができます。
"Density" を 50% 付近にしてみるのは良い手段です。サウンドをそれほど変化させずに、CPU 消費量がかな
り減らすことができます。サウンドを変化させることなくどの程度 "Density" パラメーターを減らせるかは、
正確には音源素材に依ります。

Rev Dry/Wet
（Rev ドライ / ウェット）

" 移動された " 音源信号（"Dry"、低い値）とリバースリバーブ（"Wet"、高い値）のバランスを設定します。

Tempo Sync
（テンポシンク）

"Length" 設定を自由に設定できる（オフ）か、もしくは Reason Essentials のテンポに同期する（オン）
かを決めます。
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EQ セクション

RV7000 のイコライザーはリバーブサウンド (Wet) のみに影響を与え、リバーブのキャラクターを整える際に使用します。EQ バンドは
２つあり、１つは低周波用シェルビング EQ で、もう一つはフルレンジのパラメトリック EQ です。

D EQ を有効にするにはメインパネル上にある "EQ Enable" ボタンをクリックし、インジケーターが点灯するのを確認します。

D EQ 設定を行うにはリモートプログラマーパネル左にある "Edit Mode" ボタンで "EQ" を選択します。

D このモードではリモートプログラマーのディスプレイ上に、EQパラメーターで設定した値が周波数カーブとして表示されます。

パラメーターは次の通りです：

D 上記２バンド EQに加えて自由に使用できる３番目の EQがメインパネル上にHi EQ パラメーターとして用意されています。
この EQ のみメインパネル上にあり、EQ セクションにはない理由は単にこのパラメーターが頻繁に調整され、リモートプログラ
マーパネルを開くことなしに設定した方が便利だからです。

|パラメーター |説明
Low Gain

（低域ゲイン）
ローシェルビングフィルターのカット / ブースト量

Low Freq
（低域カットオフ）

ここで設定した周波数以下に "Low Gain" カット / ブーストが適用されます。

Param Gain
（EQ ゲイン）

パラメトリック EQ のカット / ブースト量

Param Freq
（EQ 周波数）

パラメトリック EQ カーブ中央の周波数。この周波数地点のレベルが増減します。

Param Q
（EQ Q）

中心の周波数からどのくらいの範囲に EQ を適用するかを決めます。値が高くなるほど適用範囲は狭くなり
ます。
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Gate セクション

Gate セクションはゲートリバーブエフェクトを作成する際多くのオプションと可能性を与えてくれます。ゲートは音源となるオー
ディオ信号もしくは MIDI / CV 経由でトリガーすることができます。

音源となるオーディオ信号からゲートトリガーを行う際、以下のように動作します：

･ ゲートが音源（ドライ）信号を "聴い " て、信号があるスレッショルドレベルに到達するとゲートが開きます。

･ リバーブサウンドはゲートを経由して送信されます。ゲートが閉じるとリバーブは聞こえません。

･ 音源のオーディオ信号レベルがスレッショルドレベル以下になると、"Hold" パラメーターと音源信号のレベル（パラメーター表を
ご参考ください）で設定される一定時間後、ゲートは閉じられます。

D ゲートを開いておく長さを正確にコントロールしたい場合、MIDI / CV 経由でトリガーすることをお勧めします。
オーディオトリガーモードでは、実際のゲートタイムは音源信号によって変化します。

MIDI / CV でゲートトリガーを行う際、以下のように作動します：

･ リバーブサウンドはゲートを経由して送信されます。ゲートが閉じるとリバーブは聞こえません。

･ ゲートが RV7000 に送られるMIDI ノート、もしくは RV7000 の背面に配置された "Gate Trig CV" インプットに接続されたゲート信
号を受信した場合、ゲートはノートもしくはゲートシグナルの長さだけ開きます。

注：

D Gate を有効にするには、メインパネル上の "Gate Enable" ボタンをクリックし、インジケーターが点灯するのを確認してください。

D Gate 設定を行うにはリモートプログラマーパネル左にある "Edit Mode" ボタンで "Gate" を選択します。

D このモードではリモートプログラマーディスプレイ上に２つのメーターが表示されます。１つが表示しているのがスレッショルド
レベル表示付の信号レベル、もう１つがゲートの状態です。
ゲートがどのようにトリガーされているか、など現在起きている状況をチェックするのに役立ちます。
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Gate セクション用パラメーターは以下の通りです：

CV In（入力）

RV7000 の背面に３つの CV 入力があります：

|パラメーター |説明
Threshold

（スレッショルド）
"Trig Source" が "Audio" に設定された場合、ここでゲートが開くオーディオ信号レベルを決定します。設定
値を高くすると、非常に大きなサウンドの時だけゲートが開くようになります。

Decay Mod
（ディケイ Mod）

リバーブの "Decay" パラメーターにモジュレートをかけ、ゲートが閉じる際ディケイタイムがより低い値に
します。０に設定した場合、ディケイモジュレーションはかかりません。つまりゲートが閉じてもう一度開
いた場合、それより " 以前の " まだ鳴っているリバーブテール（余韻）が聞こえてしまうかもしれません。
"Decay Mod" の値を高くすると、ゲートが閉じる際ディケイは自動的に低くなり、エフェクトは聞こえなく
なります。

Trig Source
（トリガーソース）

上記で解説した通りゲートをトリガーするのがオーディオなのか、MIDI / CV なのかを選択します。

High Pass
（ハイパス）

ハイパスフィルターはゲートをトリガーするオーディオに影響を与えます。ただしあくまで有効なのは "Trig 
Source" が "Audio" に設定されている時のみです。設定値を高くすると、低周波帯域のサウンドだけでは
ゲートが開かなくなります。この設定はリバーブサウンド自体にはいっさい影響しませんしない点ご注意く
ださい。あくまでゲートトリガーの機構上用意されている機能です。

Attack
（アタック）

トリガー信号を受信後ゲートが開くまでの所要時間を設定します。

Hold
（ホールド）

このパラメーターは "Trig Source" が "Audio" に設定されている場合のみ有効です。"Hold" は以下の方法で
ゲートが閉じるまでの所要時間を調整します。
ゲートは、音源の信号レベルを解析して " レベル CV" 信号を生成するエンベロープフォロワーによって内部
的にコントロールされています。この信号を "Threshold" レベルと比較することでゲートを開くか閉じるか
が決定されます。"Hold" パラメーターは音源の信号レベルが "Threshold" 値を下回ってからエンベロープ
フォロワーが反応するまでの所要時間を調整します。言い換えると "Hold" はエンベロープフォロワー用ディ
ケイコントローラーだと言えます。"Hold" 設定値を高くするとエンベロープフォロワーがスレッショルドレ
ベルを下回りゲートを閉じるまでの時間は長くなります。ところがこの所用時間は音源の信号レベルによっ
ても変化します。大きな信号であればエンベロープフォロワーがスレッショルドレベルを下回るまでの時間
はより長くなります。従って実際のゲートタイムは "Hold" 設定と音源のオーディオキャラクターの両方に依
存します。

Release
（リリース）

ホールドタイムの後どのくらいの所要時間でゲートが閉じるかを調整します。

|パラメーター |説明
Decay

（ディケイ）
リバーブのディケイもしくはエコー / ディレイのフィードバックを CV 経由でコントロールします。

HF Damp
（HF ダンプ）

メインパネル上の "HF Damp" パラメーターをコントロールします。

Gate Trig
（ゲートトリガー）

ゲート信号を用いて Gate セクションをトリガーする場合使用します。ゲート信号の長さによってゲートリ
バーブの長さが決まります。



第 34章
Scream 4 サウンドディ
ストラクションユニット
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Scream 4 サウンドディストラクションユニット

Scream 4 はどんな音も文字通りに見分けがつかないほど変化させることが可能な、それであって微妙な音楽エフェクトとしても活用
できる、非常に用途の広いステレオイン / アウトのサウンド破壊デバイスです。Scream 4 はサウンドに激しさを付加する際に必要な
EQ とレゾナント BODY セクションが付いたディストーションや音を壊すワイドレンジのアルゴリズムを持っています。このエフェク
トは通常インサートエフェクトとして使用されます。

パッチフォーマットについて
他のエフェクトデバイス同様、Scream 4 にもプログラマブルなエフェクトプリセットを備えています。Factory Sound Bank の中に数
多くのプリセットパッチがあり、そのまま使用しても、より詳細なエディットを行うための出発点としても良いでしょう。

パッチは Windows のファイル拡張子 "*.SM4" を使用します。パッチのロード / 保存はインストゥルメントデバイスと同様の方法で行
います。

パラメーター
Scream 4 は３つのメインセクションから構成されています。Damage（ディストーションと他のサウンド破壊タイプ）と、Cut（EQ）、
それに Body（キャビネットエミュレーターからワウワウやスペシャルエフェクトまで用意された場所や音の共鳴環境）となり、それ
ぞれ独立してオン / オフが可能となっています。各セクションのパラーメーターは以下となります。

エフェクトデバイス共通のパラメーター
本章では Scream 4 に特化したパラメーターについて説明します。すべてのエフェクトデバイスに共通した機能や操作方法に関しては

「エフェクトデバイス共通の機能」をご参照ください。エフェクトデバイス共通の機能とは入力メーター、バイパススイッチ、そして
シグナルフローのグラフなどです。

Damage セクションコントロール

Damage セクションではサウンド破壊となる基本のアルゴリズムを選択し、その量を調整します。アルゴリズムは 10 個用意され、ク
ラシックディストーションエフェクトからデジタルの劇的に変化するモジュレーションエフェクトを装備しています。
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このセクションには 5 つのコントローラーがあり、以下の機能となります：

Damage タイプアルゴリズムの説明
ここでは各 Damage タイプの説明と、P1 / P2 ノブがそれぞれのタイプでどんな働きをするかを説明します：

|パラメーター |説明
Damage ボタン

（歪みの有効化）
Damage セクションのオン / オフを行います。

Damage コントロールノブ
（歪みのコントロール）

入力ゲインをコントロールし、エフェクト効果を加える量を決めます。ノブを右に回すと効
果が上がります。
あまり極端に高くすると出力レベルが高くなるのでマスターレベルを調節してください。

Damage タイプノブ
（歪みのタイプ）

エフェクトのタイプを選択します。タイプの内容については以下の表をご参照ください。

P1 / P2 ノブ
（パラメーター）

このノブの機能は選択した Damage タイプにより変わります。詳細は以下の表をご参照くだ
さい。

|タイプ |説明
Overdrive

（オーバードライブ）
アナログタイプのオーバードライブエフェクト効果を出します。オーバードライブはダイナミクスの変化に非常によく反応しま
す。Damage コントロールを低めに設定すると微妙にざくざくした音になります。
- P1ノブはエフェクトのトーンをコントロールします。時計回りに回すことで音が明るくなります。
- P2ノブはプレゼンスをコントロールします。プレゼンスはディストーションのキャラクターに効果を及ぼすディストーション
がかかる前に HI-MID レンジの周波数をブースとします。

Distortion
（ディストーション）

オーバードライブに似ていますが密度の濃い分厚いディストーションです。ディストーションはまたオーバードライブに比べ
Damage コントロールレンジが高いです。
- P1 / P2 ノブは Overdrive 同様トーンとプレゼンスを調節します。

Fuzz
（ファズ）

Fuzz は明るいディストーションサウンドで低い Damage コントロール設定です。
- P1 / P2 ノブは Overdrive 同様トーンとプレゼンスを調節します。

Tube
（チューブ）

チューブディストーション効果を出します。
- P1ノブはハイパスフィルターに似た効果でディストーションのトーンやキャラクターを変え、音の輪郭をコントロールしま
す。
- P2 ノブはチューブディストーションの真空管の均衡を調整するバイアスをコントロールします。
最小または最大の値にすると非対称のディストーションになります（典型的な実際にあるチューブディストーション）。12 時の
設定にすると均整の取れたディストーションになります（奇数ハーモニクスのみ）。

Tape
（テープ）

磁気テープのシュミレーションと、サウンドにパンチを効かせるソフトなクリッピングディストーションを再現しています。
- P1ノブはテープの走行スピードをコントロールします。高いスピード設定にすると信号に元の高周波数成分が増えます。時計
回りにまわすと明るい音になります。
- P2ノブはコンプレッションの量をコントロールします。時計回りにまわすとコンプレッションレシオが上がります。

Feedback
（フィードバック）

このエフェクトではフィードバックループでディストーションを加え、ときに予測不能で面白い効果を生むことができます。
フィードバックとはサウンドソースを出力から入力に戻すことを指します。マイクからの信号をスピーカーで増幅し、その音を
同じマイクで拾うとフィードバックループが成立しハウリングが発生します。このエフェクトでは Damage コントロールノブ
はフィードバックループのゲインをコントロールします。
- P1ノブはフィードバックループの距離を表現する Size をコントロールします（上の例ではマイクとスピーカーの距離に相当）。
- P2ノブはフリケンシーをコントロールし、ハウリングが起きる周波数を設定します。

Modulate
（モジュレート）

Modulate は最初にフィルターや圧縮した信号を増幅させ、それにディストーションを加えたものです。これは共鳴し鳴り響く
エフェクトを生み出します。
- P1ノブはフィルターレゾナンスの鳴りをコントロールします。時計回りに回すと鳴り響くエフェクトが強くなります。
- P2ノブはフィルターフリケンシーをコントロールします。時計回りに回すとシャープで鋭いエフェクトのフィルターフリケン
シーを強調します。

Warp
（ワープ）

Warp は入力された信号を歪ませ、乗算します。
- P1ノブはシャープネスをコントロールします。低い値ではソフトな音で、圧縮したディストーションになり、高い値ではハー
モニクスな鋭い音になります。
- 増幅した信号のエフェクトは、基本的なピッチは信号から取り除かれます。P2 ノブは Bias をコントロールします。サウンド
の基本的なピッチを再度もちあげます。

Digital
（デジタル）

ローファイエフェクト。ビット解像度とサンプルレートを落とすことで荒々しく汚れたサウンドや、ビンテージデジタル機器の
ようなサウンドを得られます。
- P1ノブは（ビット）解像度をコントロールします。ノブを一番右に回すとビットは低下しません。一番左に回した状態で解像
度は 1 ビットです。
- P2ノブはサンプルレートをコントロールします。ノブを右に回すとサンプルレートは低下しません。左に回すとサンプルレー
トが低くなっていきます

Scream
（スクリーム）

Fuzz に近い効果ですが、ディストーションにいく前にハイレゾナンスとゲイン設定のバンドパスフィルターがかかります。
- P1ノブはエフェクトのトーンをコントロールします。時計回りに回すと明るい音になります。
- P2ノブはフィルターフリケンシーをコントロールします。フィルターのハイレゾナンス設定はワウワウエフェクトに最適で
す。
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Cut セクション (EQ)

Cut セクションのスライダーは、low, Mid, Hi それぞれ最大 18dB のレベルをカット・ブースと可能なトーンコントロールです。Cut セ
クションはスライダー上の CUT ボタンで動作させます。

それぞれの周波数帯域のレベルをカット・ブーストしてみてください。

Body セクション

Body セクションは音の共鳴を再現します。設定にもよりますが、結果的にはスピーカーキャビネットのシミュレーター、オートワウ
エフェクト、または存在しない空間エフェクトを生み出します。このセクションには 5 つの Body タイプが用意されており、それぞれ
異なるエンクロージャーの音への作用をシミュレートしています。Body タイプのサイズとレゾナンスを変えることができ、エンベ
ロープフォロワーもついています。

Body パラメーターは以下になります：

エンベロープフォロワーについて
Body セクションには Scale パラメーターのコントロールのためのエンベロープフォロワーが装備されています。エンベロープフォロ
ワーは入力信号や Scale 設定の変化、信号の大きさや Scale パラメーターの値の高さを解析します。動作中の周波数帯域は Scale パラ
メーターにより設定されエンベロープフォロワーの量は Auto パラメーターで設定されます。これは一般的にオートワウエフェクトに
使用できます。Body タイプを B にして試してみてください。

･ Scream 4 のバックパネルには Auto CV 出力があります。これはエンベロープフォロワーからの CV信号を運び他のデバイスのパラ
メーターをコントロール可能にします。

|パラメーター |説明
BODY ボタン

（共鳴の有効化）
Body セクションのオン / オフスイッチです。

BODY "TYPE" ノブ
（キャビネットタイプ）

5 つある Body タイプを選択します（A ～ E）。

BODY"RESO" ノブ
（共鳴のレゾナンス）

選択した Body のレゾナンスをシミュレートします。時計回りに回すとエフェクトが強くかかります。

BODY"SCALE" ノブ
（共鳴のスケール）

Body Scale パラメーターは Body のサイズコントロールとも言えます。このパラメーターは「反転」
しており、時計回りに回すとサイズを縮めます。

BODY"AUTO" ノブ
（スケールのエンベロープ量の調整）

Scale パラメーターのエンベロープフォロワーの量を調節します。以下をご参照ください。
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マスターレベルコントロールについて

マスターレベルコントロールはエフェクトのキャラクターを保ったまま出力レベルを増減させる必要がある時に使用されるべきです。
また、もしミックスの中でエフェクトを抜き差しする場合など、ディストーションサウンドとエフェクト無しの音のレベルバランスを
取るために使用できます。

出力レベルが高い場合には Damage コントロール設定を減らせば出力も低くなりますが、ディストーションのキャラクターも変わっ
てしまいます（EQ やプレゼンスなどの変更と同様）。

単純にミキサーチャンネルのレベルを低くする方法ももちろんありますが、エフェクトとドライ音のバランスも変わってしまいます。

もしトランスポートパネルのクリップインジケーターが点灯した場合や、エフェクトサウンドが通常の音より大きな場合はこのマス
ター出力レベルを低くするのが解決策です。

マニュアルのほかの箇所で述べているように、オーディオアウトのクリッピングは Reason Essentials のハードウエアインターフェイ
スでしか起こりません。言い換えれば、内部デバイス間のレベルは心配する必要はありません。しかしながら、マスター出力を高く設
定している場合（もしくは Cut セクションで極端なブーストを行っている）、Scream 4 は容易にオーディオ出力をクリッピングできま
す - それは恐らく求めているディストーションエフェクトではないでしょう。
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CV 入力と出力

Scream 4 の裏側には以下の 4 つのパラメーターをコントロールする CV 入力があります。

D Damage（歪み）コントロール
破壊エフェクトの量をダイナミックに変えるのに使用します。

D P1（パラメーター１　CV入力）
選択した Damage タイプによって使用します。例えば、もし Feedback エフェクトが選択されていたらサイズパラメーターをコン
トロールできます。Matrix やシンセの LFO の CV 出力に接続し、スウィープするようなフランジャー効果が得られます。

D P2（パラメーター２　CV入力）
選択した Damage タイプによって使用します。例えば、もし Scream エフェクトが選択されていたら Frequency パラメーターをコ
ントロールします。これは周波数のパラメーターをコントロールし、歪んだワウワウサウンドを作り出します。

D Scale（共鳴のスケール　CV入力）
ワウワウエフェクトなどを行うために、他の CV ソースから Body セクションの Scale パラメーターをコントロールします。

さらに Body セクションの「オート（エンベロープフォロワー）」機能から CV 出力もできます。他のデバイスのパラメーターの CV 入
力接続により Scream 4 に行く信号のレベルがパラメーターに影響します。使用方法に関しては以下をご参照ください。
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活用のヒント
Scream 4 をただのディストーションユニットだと思わないでください。様々な使用方法があるので試してみてください。きっと
Scream 4 がパワフルで暖かみのあるサウンドを作り出してくれることに驚くでしょう。以下にいくつかの例を挙げます。

ヘビードラムサウンドの作成
Scream 4 はドラムの信号処理に最適です。インサートエフェクトとして Redrum デバイスを接続しDamageタイプや設定を行ってみ
てください。

･ クラシックな歪のドラムには Tube、Tape または Distortion アルゴリズムを使ってみてください。

･ Screamアルゴリズムは荒々しいドラムやインダストリアル・ドラム・サウンドに適しています。

･ もっと変化を求めていればエフェクトの様なシンセにModulation や Warp エフェクトを試してください。

ドラムキット全てに Scream デバイスを使用する必要はありません。場合によってはパラアウトでバスドラム、スネアやタムなどのみ
を Spider オーディオマージャー（「Spider Audio マージャー / スプリッター」参照）に通し、マージした音を Scream 4 に入れミキ
サーに立ち上げたほうが良いでしょう。こうすればハイハットやシンバルなどはエフェクト処理されません。

テープ効果でミックスに厚みを追加
もしあなたのミックスが細いと感じるなら、Tape アルゴリズムを使うことで温かく穏やかなディストーションを加えることができま
す。

1. Scream 4 デバイスを作成し、ミキサーのメイン出力とHardware Interface の間に接続する。
2. Damage タイプを Tape に設定する。

Cut と Body セクションは必ずオフにしてください。

3. Damageコントロール設定を低く設定して始めてください。P1 (Speed) と P2 (Compression) は 12 時の位置にあわせます。
4. 音を再生し設定を調整します。

サチュレーションディストーションを行うためには Damage コントロールを上げ、P1 で明るさを調節し、P2 で好みのコンプレッ
ションに調節してください。お好みで Cut セクションを用いて音の調節も行ってください。

サウンドエンハンサー / フェーザー / ワウとしての Body セクション使用法
Damage 無しでも Body セクションを使用できます。試してみてみましょう。

1. サンプラーデバイスを作成し（NN-XT など）、エレクトリックピアノパッチを選択します。
2. サンプラーを選択し、Scream 4 を立ち上げます。

NN-XT とミックスチャンネルの間にインサートエフェクトとして追加します。

3. Damage セクションをオフにし Body セクションを作動させます。
これによりサウンドにレゾナンスが加わってより生き生きしたサウンドになり、ミックスの中の明瞭度も増します。最適なキャラク
ターを見つけるには Body 設定を変えてみましょう。また Cut セクションの使用も効果的です - 例えば低音が大きすぎる場合は ”Lo” を
カットします。

4. バックパネルを表示し、サンプラーの LFO CV 出力から Scream 4 の Scale CV 入力へ接続します。
聴こえる通り Scale は LFO で変調されています。

5. Scream 4 のバックパネルの CV入力の隣にある Scale モジュレーションの量と、サンプラーデバイスの LFO セクションのモジュ
レーションスピード（波形）を調節します。
このタイプのモジュレーション設定ではフェイザーエフェクトを簡単に得られます。更にワウワウサウンドにしたい場合、Body タ
イプ B を選択し Reso や Scale 設定を上げてください。
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ビンテージデジタルのモデリング
初期のデジタル楽器（ドラムマシン、シンセやサンプラー）は 8 または 12 bit の低いサンプルレートのサンプリングプロセッシングを
使っていました。この「ローファイ」サウンドは現在でも重宝され hip-hop や R&B で使用されています。

1. 適したキットをロードした Redrumを用意し、Scream 4 をインサート接続する。
2. Damage タイプをDigital にして P1 と P2 は右いっぱいに回す。
3. 再生して P1（bit depth）と P2（サンプルレート）を調節し、好みのサウンドを見つける。

さらに Cut セクションで特定の周波数をカット / ブーストしてもよいでしょう。

Scream 4 のサンプルレートに関する注意事項
Scream 4 ディストーションデバイスのアルゴリズムの中には Reason Essentials を 14ｋHz 以下で使用した場合（または 14ｋHz 以下に
エクスポートした場合）に、思ったような効果が得られないものがあります。ソングに Scream デバイスが含まれているときはこれよ
り高いサンプルレートをご使用ください。



第 35章
ハーフラック エフェクト
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エフェクトデバイス共通の機能
各デバイス独自のパラメーターについては追って以下に解説いたしますが、最初にすべてのエフェクトデバイス共通の機能について説
明します。

インプットメーター

オーディオシグナルの入力レベルを表示し、動作中または再生されているデバイスがとれかを表します。メーターが赤いエリアに入っ
ていても、エフェクトデバイス内のクリッピングについて心配する必要はありません。

デバイスの有効化スイッチ
このスイッチは各エフェクトデバイスの左上角に配置されています。スイッチには 3 つのモードがあります：

設定について
標準の操作方法でパラメーターを調整します。

q パラメーターをデフォルト値にリセットするには、対応するノブを [Ctrl]（Win) または [Cmd]（Mac) を押しながらクリックします。

ルーティングについて

･ すべてのエフェクトデバイスはステレオの入力と出力があり、センドエフェクトとして、もしくはインサートエフェクトとして
ルーティングすることができます。
しかし、エフェクトの中にはどちらかでのみに適している物もあります。これは以下のページに続く各エフェクトによって定めら
れています。次ページのシグナルフローグラフについてのセクションもご参照ください。

･ ほとんどのエフェクトデバイスはバックパネルに 1つ以上の CV入力があります。
これらの入力は様々なエフェクトパラメーターをラック内の他のデバイスからリアルタイムでコントロールすることを可能にしま
す。CV のルーティングの詳細については「CV と Gate の使用」をご参照ください。

|モード |説明
Bypass

（バイパス）
インプットシグナルはエフェクトデバイスに送られず直接オーディオ出力を通過します。このモードはエフェクトデ
バイスがインサートエフェクトとしてルーティングされているときに、エフェクトサウンドとドライサウンドを比較
するのに便利です。

On デフォルトではこのモードになっていて、デバイスは入力シグナルにエフェクト処理を施します。

Off エフェクトデバイスはオフにされ、ドライサウンドもエフェクトサウンドも出力されません。このモードはデバイス
がセンドエフェクトとしてルーティングされている時に一時的にオフにしたい場合に便利です。



ハーフラック エフェクト 645

シグナルフローグラフ

各エフェクトデバイスのバックパネルには、2 つまたは 3 つの小さい " グラフ " があります。これらはエフェクトデバイスがルーティ
ングに依って、どのようにモノとステレオのシグナルを取り扱うかを表示します。デバイスのグラフの選択は、次のようなルールでど
のように使用するか示します：

|グラフ |説明
モノ入力、モノ出力のデバイスとしてルーティングできます。（もちろん、すべてのエフェクトデバイスはモノでの
ルーティングです。しかし、デバイスでこのグラフが表示されていないと、これはモノ入力、モノ出力のルーティン
グはその通りの結果にならないかも知れないことを意味します。）

モノ入力、ステレオ出力のデバイスとしてルーティングできます。これはデバイスがある種のステレオエフェクト
（例：リバーブ）、または Pan させることが可能なモノエフェクトに使用されることを意味します。

入力、出力両方をステレオでルーティングすると、左右独立して処理されます（トゥルーステレオプロセッシング）。

入力、出力両方をステレオでルーティングすると、左右はエフェクト処理される前にミックスされます。しかし、実
際のエフェクトはステレオです（エフェクトを通過する場合、ドライシグナルはステレオのままです）。

本当の意味でのステレオ処理（ステレオイン、ステレオアウト）となります。インプットにステレオで接続を行う
と、エフェクトの各チャンネルは両方のインプットの情報を使用します。これは合計ではありません。各チャンネル
が個別的に処理されます。
このモードは RV7000 アドバンストリバーブに用意されています（「RV7000 アドバンストリバーブ」参照）。
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DDL-1 デジタルディレイライン

これはソングテンポに同期可能なモノディレイ（アウトプットはステレオ Pan 可能）です。ディレイはセンドエフェクトとしても、
インサートエフェクトとしても使用できます。

パラメーター

CVインプット
次のような CV インプットをデバイスのバックパネルで使用可能です：

D Pan CV.
ディレイシグナルの Pan をコントロールします。"LFO" を "Pan" CV にルーティングしてディレイエフェクトを移動させます。もし
くは Matrix のパターンを使用してランダムなディレイのパンニングをシミュレーションします。

D Feedback CV.
他のデバイスからフィードバック（ディレイの反復数）の量をコントロールします。ダブで聞かれるような特定のビートやノート
だけに使うエコーに使用します。

"UNIT" モード間のスイッチ
2 つの "UNIT" モード（"STEPS" と "MS"）間を切替える時、次のようなルールが適用されます：

D "STEPS"モードから"MS"モードへとスイッチする場合、ディレイは実際"STEPS"モードで使用されたのと同じディレイタイムに設定
されます。
これは "STEPS" モードで正確なリズムに応じたディレイをセットアップし、それから "MS" モードでディレイをわずかに調整するこ
とができる事を意味します。

D "MS" モードから "STEPS" モードにスイッチすると、ディレイは以前使われた "STEPS" 値にリセットされます。

|パラメーター |説明
Delay time

（ディレイタイム）
デバイスパネルの左側にあるディスプレイは、"UNIT" スイッチの設定によって（シーケンサーテンポおよび Step Length パ
ラメーターに基づいた）ノート値のステップまたはミリ秒のどちらかのディレイタイムを表示します。最長ディレイタイム
は 2 秒（2000 ms）、最大ステップ数は 16 です。テンポが遅い場合、"STEPS" の最大値である 16 よりも低い値で最大ディレ
イタイムに到達してしまう場合があります。（この場合、"STEPS" 値を上げてもそれ以上変化はありません。）

Unit
（ディレイの単位）

テンポベースのディレイ（"STEPS" モード）または自由に時間を設定できるディレイ（"MS" モード）のどちらかを選択する
ボタンです。"STEPS" モードでは、ディレイタイムをノート値に基づいたステップで指定します。これは "Transport" パネル
でテンポを変化させると、ディレイはリズム上の関係を（結果として生じるディレイタイムが最大値に達しない場合には）
維持することを意味します。このモードはリズミカルなパターンを作成するのに役に立ちます。ディレイを "MS" モードで
使用している時にテンポを変更すると、ディレイタイムは同じままになります。下記の "UNIT" モードのスイッチについての
注釈をご参照ください。

Step length
（ステップの長さ）

"STEPS" モードの各ステップが 16 分音符の長さ（"1/16"）であるか、8 分音符の長さ（"1/8"）であるかを設定します。

Feedback
（フィードバック）

ディレイ回数を設定します。

Pan
（パン）

ディレイエフェクトを左右に Pan します。

Wet/Dry
（ドライ / ウェット）

もしディレイをインサートエフェクトとして使用する場合、このパラメーターは未処理のオーディオシグナル (DRY) とエ
フェクト (WET) 間のバランス調整に使用します。もしディレイをセンドエフェクトとして使用する場合、このパラメーター
は完全に WET に設定してください。Mixer 内の AUX センドコントロールを使用してドライシグナルとエフェクトのバラン
スをコントロールします。
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CF-101 コーラス / フランジャー

"CF-101" はコーラスとフランジャーが組み合わされたエフェクトです。"CF-101" はオーディオシグナルに短く調節されたディレイを
加えることでサウンドに深みと動きを加えます。ディレイしたシグナルはそれからもとのシグナルと混合（エフェクトデバイス内、ま
たは手動のどちらでも - 下記をご参照ください。）されます。"CF-101" はインサートエフェクトとしても、センドエフェクトとしても
使用することができます。

パラメーター

CVインプット
デバイスのバックパネルにある CV インプットは、次のような使用が可能です：

D Delay CV.
他のデバイスからディレイタイムをコントロールすることができるようになります。デバイス内の LFO モジュレーションをオフに
する（LFO "MOD AMT（モジュレーションの深さ） " をゼロにする）と最も良い結果になります。例えば、ディレイパラメーターを
Matrix からコントロールすることによって、テンポにシンクしたステップフランジャーエフェクトを得ることができます。

q "Delay" CVインプットをフィードバックのトーンを"プレイ"するのに使用する場合、ディレイ値が高くなるとピッチが低くなるので
注意してください。

D Rate CV.
他のデバイスからモジュレーションする LFO の "Rate（LFO スピード） " をコントロールします。

ステレオとモノのルーティングについて
CF-101 はバックパネルのグラフで示されている通りに、モノまたはステレオの入力を使ってルーティングすることができます。次の
ことにご注意ください：

D " 左右に拡がる "ステレオエフェクトはモノ入力からステレオ出力を使用する時だけ得られます。
ステレオ入力では左右が平行して処理されるので、もとのサウンドのステレオイメージを維持してしまいます。

|パラメーター |説明
DELAY

（ディレイ）
コーラス / フランジャーエフェクトを作成するのに使用するディレイタイムの手動コントロールです。通常は、フランジャータ
イプのエフェクトはかなり短いディレイタイムであるのに対し、コーラスタイプのエフェクトは中くらいの長さのディレイタ
イムです。

FEEDBACK
（フィードバック）

インプットにフィードバックするエフェクトシグナル量を調節します。この量はエフェクトの効き具合と特徴に影響します。
このパラメーターを左端（マイナスのフィードバック）または右端（プラスのフィードバック）に回すとレゾナンス " トーン "
と言われる異なったフランジャーエフェクトを、反対に中間値の場合、より上品なコーラスエフェクトが得られます。

LFO "RATE"
（LFO スピード）

ディレイタイムを調節している LFO の周波数です。この値を高くするほど、サウンドが早く発振します。

LFO "SYNC"
（LFO をテンポに同期）

このボタンは LFO シンクを有効 / 無効にします。有効（アクティブ）な場合、LFO 周波数は楽曲のテンポに対し 16 種類の分解
能で同期します。LFO レートノブは分解能の設定に使用されます。ノブを回して分解能の設定する際ツールティップをチェッ
クしてください。

LFO "MOD AMOUNT"
（モジュレーションの深
さ）

これは LFO モジュレーションの深さを設定します。つまり、ディレイタイムがどれくらいの長さでモジュレーションされるか
を決定します。これをゼロにすると、エフェクトは " 凍った " ような音になります（この時 "FEEDBACK" を少しだけ加えると最
もエフェクティブになります）。

SEND MODE
（原音をバイパス）

エフェクトシグナルとドライシグナルとがエフェクトデバイス内でミックスするか、しないか設定します。CF-101 をインサー
トエフェクトとして使用する場合は、オフにします。そうすると、デバイスはドライシグナルと調節されたディレイシグナル
とをミックスして出力します。
デバイスをセンドエフェクトとして使用する場合、"SEND MODE（原音をバイパス）" をオンにします。すると、デバイスは調
節されたディレイシグナルのみを出力し、Mixer 内の AUX センドコントロールを使用してドライシグナルとミックスすること
ができるようになります。CF-101 をビブラートエフェクトとして使用することに関しては次ページの注釈をご参照ください！



ハーフラック エフェクト648

D モノ入力とステレオ出力を使用している時は、内蔵 LFOが使用される場合ステレオエフェクトのみになってしまいます。
もし LFO "MOD AMT（モジュレーションの深さ）" をゼロにしたら、左右両方のステレオ出力は同じシグナル（モノ）を出力してし
まいます。これは片方のアウトプットチャンネルのモジュレーションを逆にすることによる " 疑似ステレオ " エフェクトが発生して
しまうためです。

Tip：CF-101 をビブラートエフェクトとして使用する
"SEND MODE（原音をバイパス）" は CF-101 をセンドエフェクトとして使用することを目的としています。このモードでは、デバイス
は調節されたディレイシグナルのみを出力します。実際の " コーラス " はこのシグナルをドライ（Mixer 内の未処理のシグナル）と
ミックスすることで得られます。

しかしながら、デバイスをインサートエフェクトとして使用している時に "SEND MODE（原音をバイパス）" をオンにしていると、そ
の結果はもとのサウンドのピッチをモジュレーションしたバージョンになります。つまり、ビブラートエフェクトです。少量の "FEED 
BACK（フィードバック）" を加えることで、スペシャルエフェクトとしても使用することができます。
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Spider Audio マージャー /スプリッター

Spider Audio マージャー / スプリッターはエフェクトデバイスではありません。しかし、大変便利な 2 つの機能を備えています。

D 4 系統のオーディオ入力を 1つの出力にマージします。

D 1 つのオーディオ入力を 4系統の出力にスプリットします。

このデバイスのフロントパネルにはコントローラーは存在しません。シグナルインジケーターがあるのみです。

オーディオのマージ

Spider のリアパネルには、複数のオーディオコネクターがあります。パネルの左半分は、ステレオのオーディオ入力が 4 系統、そし
て右半分は、マージされたオーディオを出力するステレオ出力が 1 系統用意されています。

D 原理は簡単です。4系統のいずれかの入力に接続されたオーディオは、マージされて出力コネクターから出力されます。
モノラルの信号（L のみに接続し、R には何も接続されたいない状態）を入力した場合は、出力から L / R 両方とも出力します。こ
の方法で、簡単にモノラルの信号をステレオに出力する事ができます。
また、R のみ（L には何も接続されていない状態）に入力した場合は、R の出力のみから出力されます。

オーディオマージの実用的な使用法
複数のオーディオ信号をマージすることには多くの実用的な使い道があります。下記に例を挙げます。

D 複数のオーディオ信号を同じインサートエフェクトで処理する。
複数のミックスチャンネルを同じインサート FX プロセッサーに通すことができます。また、複数のインサートエフェクトをチェー
ン接続し、マージした信号にかけることも可能です。

D 信号のグルーピングに使う。
ミキサーの 1 チャンネルのみで、複数のオーディオ入力をコントロールする事もできます。

マージされたオーディオ出力4系統のオーディオ入力
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オーディオのスプリット
リアパネルの右半分には、"A"（L）および "B"（R）と書かれた２つのスプリッターがあります。2 つのスプリッターは次のように独立
して動作します。

D 入力コネクターに入力された信号は、4つの出力すべてによって同時に出力されます。
ステレオ信号をスプリットするには、左チャンネルを "A" に右チャンネルを "B" に接続して両方のスプリッターを使用します。

実際にオーディオをスプリットしてみましょう
オーディオのスプリットには、色々な使い方があります。ここで幾つか例を挙げてみましょう。

D モノ信号から "疑似 "ステレオがつくれます。
例えば、Subtractor のモノ出力を Spider に接続し、2 つのスプリット出力（同じ列）を別のエフェクトに送ります。その出力を
別々のミキサーのチャンネルに接続し、Pan を L / R に振ります。

D １つの信号から異なったバリエーションを作り（パラレルプロセス）、それを切り替えたりミックスしたりすることができます。
これは、ミックスの中で " 瞬間的なエフェクト " を実現する巧みな方法です。あるインストゥルメントの出力をスプリットし、3 つ
の異なるインサートエフェクトへ送ります。それぞれのエフェクトの出力は、ミキサーの別々のチャンネルに接続します。これに
より１つの信号から 3 つの異なったバリエーションを作り、ミックスの中で簡単に（しかも劇的に）切り替える、もしくはそれら
を組み合わせてレイヤーサウンドを作る事ができます。

4 系統のスプリット出力オーディオ入力
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Spider CV マージャー /スプリッター

Spider CV マージャー / スプリッターはエフェクトデバイスではありません。しかし、大変便利な 2 つの機能を備えています。

D 4 つの CV入力を 1つの CV 出力にマージします。

D CV や Gate 入力を複数の出力にスプリットします。
2 つの入力（A,B）は 4 つの出力に出力され、出力の 1 つは信号の極性を逆にする事ができます。スプリット可能な入力を２つ持つ
理由の一つは、ゲートやノート CV をスプリットし一台の Matrix で複数のインストゥルメントデバイスをコントロールする事が可
能になるからです。

このデバイスのフロントパネルにはコントローラーは存在しません。CV シグナルインジケーターがあるのみです。並んだ 4 つのイン
ジケーターは、接続されたマージ入力に対応して点灯します。右の 2 つのインジケーターは、接続したスプリット入力に対応して点灯
します。

CV のマージ

Spider のリアパネルには、複数の CV コネクターがあります。パネルの左半分には、4 つのトリムポット付きの CV / Gate 入力があり、
パネルの右半分には、マージされた CV 出力が１つあります。

D マージされた CV出力には、接続している全ての CV入力がミックスされて出力されます。

注意点：

･ Gate CV 信号は、通常 "Gate" 入力に接続され、ノート情報やエンベロープをトリガーします。

･ また、CV信号は通常 "CV Note" やモジュレーション入力に接続され、ノートのピッチやモジュレーションパラメーターをコント
ロールします。

決して厳格なルールはありませんが、上で述べた事柄から Gate CV 信号と CV 信号のどちらか一種類のみに統一したほうが一般的には
望ましいです。もっとも、通常 CV / Gate 信号はそれぞれ異なる入力へ入力されるので、マージしても信号が混乱してしまうことはあ
りません。

例えば、Matrix をインストゥルメントデバイスのシーケンサーコントロール入力に接続してメロディックなパターンを演奏させたい場
合、Matrix から出力されるノート CV と Gate CV をマージしてもあまり意味がありません。インストゥルメントデバイスを適切に動作
させるには分離した Gate CV 信号とノート CV 信号が必要であるにも関わらず、出力がマージされた１つだけになってしまうためで
す。

4つのトリムポット付きのCV / 
Gate 入力

マージされた　　　
CV出力
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CV マージの実用的な使用法
CV をスプリットするケースと比較して、CV をマージする実例はあまり想像がつかないかもしれませんが、下記に CV 出力をマージす
る具体的なケースを挙げてみます。

D 複数の LFOからのモジュレーション出力や他の CVモジュレーションソースをマージする事により、非常にユニークなモジュレー
ションエフェクトを作る事ができます。
例えば、複数の LFO からのモジュレーション出力をマージする事で、" ミックス・モジュレーション " が出力できます。このマー
ジされた信号は、複数の異なるウェーブフォームを組み合わせる事で、" スーパー LFO" とも言える複雑なモジュレーションとなり
ます。更にそれぞれの CV 入力のトリムコントロールを使う事で、それぞれの LFO によるモジュレーションの量を完全にコント
ロールする事ができます。上の例には Matrix の "Curve CV" 出力など、要するに全ての CV モジュレーション出力を含むことができ
ます。

D ２台のMatrix と Spider CV Merger & Splitter を使って "アルペジエーター "を作ってみましょう。

Matrix の "Note CV" 出力ともう一方の Matrix の "Curve CV" 出力をマージする事によって、アルペジエーターの様にリアルタイムで
Matrix のパターンをトランスポーズできます。

1. Subtractor と Matrix を作成します。
Matrix の "Note CV" と "Gate CV" 出力を、Subtractor の "CV" 入力と "Gate" 入力にそれぞれ接続します。

2. Matrix でパターンをプログラムします。
以下これを "Matrix 1" と呼びます。
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3. 次に Spider CV と 2 つ目のMatrix を作成し、接続します。

Matrix 1 の "Note CV" 出力と Matrix 2 の "Curve CV" 出力を Spider に接続します。マージされた出力は、Subtractor の "Sequencer Control Note CV" 入
力に接続します

4. "Note CV" 出力が接続された Spider CV のトリムポットを、右一杯までまわします。
このセッティングはパターンで演奏されたノートのピッチを正確に再現します。

5. "Curve CV" 出力が接続された Spider CV のトリムポットを "32" に調整します。
これは、半音階に相当する Curve CV 出力を作ります。
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6. Matrix 2のリアパネルにある" カーブタイプ "スイッチを"Bipolar（バイポーラー）"にセットします。
7. ラックを裏返してフロントパネルを表示し、以下のようにMatrix 2 をセッティングします：

･ ステップの番号を "1" にセットします。

･ "Curve / Keys" スイッチを "Curve" にセットします。

8. 図のように、ステップ 1（このステップのみ使用します）が "Bipolar（バイポーラー）"カーブの中央になるよう、Matrix 2 のカー
ブを調整します。

9. プレイボタンを押すと、Matrix 1 でプログラミングしたパターンが再生されます。Matrix 2 のカーブステップを 1つづつ上げ下げ
すると、再生されるパターンも半音階づつ移調されます。
Matrix 2 で演奏される " パターン " を違う値でプログラムし、別のパターンロケーションに保存する事で、パターンセレクターを用
いて Matrix1 のパターンを異なるキーに移調することもできます。

CV のスプリット

リアパネルの右半分には、"A" と "B" の 2 つのスプリット入力があり、それぞれに 4 つの出力コネクターがあります。スプリット入力
に接続された信号は、4 つの出力全てに出力されます。またその内の一つは位相が反転しています。

CV スプリットの実用的な使用法
CV 信号のスプリットには色々な使い方があります。ここで幾つか例を挙げてみましょう。

D Matrixの"CV Note"や"CV Gate"出力を"Split"入力AまたはBに接続すると、Matrixを複数のインストゥルメントデバイスに接続する
事ができます。
CV や Gate の出力をシーケンサーコントロールに対応した複数のインストゥルメントデバイスの CV / Gate 入力に送るとしましょ
う。複数のシーケンサートラックに Matrix のパターンデータをコピーして、希望のデバイスに出力を全て接続すれば可能かもしれ
ません。しかし、スプリットを使えば、Matrix のパターンを編集する際にコピー / ペーストなしですぐに全ての接続しているデバ
イスに反映させる事ができます。

D LFOやCurve CV等のモジュレーション出力をスプリットすると、1 つのソースで複数のパラメーターにモジュレーションをかける事
ができます。
例えば、反転した出力を使う事で、一方のパラメーターの値は上がり、もう一方のパラメーターは下がるといったユニークなモ
ジュレーションクロスフェードを作る事ができます。

A,B2 つの CV Split 入力

2つのスプリット入力は、それぞれ 4つの出力に　
スプリットされます。右下の出力には、反転した CV
信号が出力されます。



第 36章
Matrix 
パターンシーケンサー 
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イントロダクション

Martix はパターンベースのデバイスです。Matrix はそれ自身ではサウンドを生み出すことはありません。他のインストゥルメントデバ
イスにルーティングする必要があります。Matrix は基本的にパターンデータを "Note CV"（ピッチ）と "Gate CV"（ノートのオン、オフ
とベロシティー）、または "Curve CV"（一般の CV パラメーターコントロール）信号の形でデバイス、またはデバイスのパラメーター
に送信して機能します。パターンは最高 32 ステップまで設定可能で、パターンデータを記憶する 32 のメモリーロケーションがあり
ます。Matrix はモノフォニックであり、インストゥルメントデバイスの 1 ボイスをコントロールすることができます。

Reason Essentials の他のほとんどのデバイスとは異なり、Matrix のユーザーインターフェースは既存のあらゆるハードウエアのイン
ターフェースをもとに作られていません。似た機能を持っているハードウエアとしてはアナログステップシーケンサーが挙げられま
す。アナログステップシーケンサーには、通常ステップごとにノートピッチとゲート値をコントロールするノブがあります。

3 つのアウトプットの種類について

ノートと Gate CV 値

Matrix は "Curve CV"、"Note(Key) CV"、"Gate CV" の 3 種類のアウトプットを作成することができます。

･ Note CV は通常ノートピッチをコントロールします。
インストゥルメントデバイスの "Sequencer Control" インプットにルーティングすると、"Note CV" 値は半音単位で動作します。
Note CV の値は、キーモード (Keys) が選択されている場合、Matrix ディスプレイの上部に表示されます。

･ "Gate CV" はノートのオン、オフの値に加えて（ベロシティーに例えられる）レベル値を表します。

これら 2 つのアウトプット両方は互換性を持つインストゥルメントデバイスの "Sequencer Control" の "Gate" と "CV" の入力にルー
ティングされます。例えば、Subtractor シンセサイザーまたは NN-XT サンプラーが選択された状態で Matrix を作成すると、それらは
自動ルーティングされ、デバイスの 1 ボイスをコントロールします。

･ "Curve CV" とはノート（キー）と "Gate CV" を別々にプログラムした、分離したパターンです。

"Curve CV" 値（上のウィンドウ）

Gate 値はここで入力します

ノート値はここで入力します
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"CV Curve" をプログラミングするのは、ノートピッチ（これもコントロール可能ですが）以外の他のパラメーターをコントロールする
のに便利です。このようにノートピッチと Key と Gate のアウトプットからトリガーすることを行えるようになりました、　例えば、
フィルターカットオフをコントロールする "Curve CV" アウトプットを使用して 2 番目の独立したパターンを加えてみましょう。

3 つあるすべてのアウトプットはあらゆる使用方法があることを念頭においてください。例えば、"Gate CV" で "Redrum" のドラムをト
リガーすることに、もしくは "Curve CV" をディレイのフィードバックパラメーターをコントロールすることに使用することができま
す。

パターンのプログラミング
パターンの基本
Matrix にはパターンシーケンサーが内蔵されています。Reason Essentials のメインシーケンサーと異なり、Matrix シーケンサーは指定
した長さのパターンを繰り返し再生します。これは通常１、２小節程度のドラムパターンを再生するハードウェアドラムマシンに相当
します。

曲の最初から最後まで同じパターンを繰り返すことは場合によっては良いかもしれませんが、大抵はパターンに変化を加えたいもので
す。１つの解決策としていくつかの異なるパターンを作成し、任意の位置でパターンを変更する（自動的なパターンの切替）ことが考
えられます。

Matrix パターンシーケンサーとメインシーケンサーとの連携
Matrix の内蔵シーケンサーは Reason Essentials メインシーケンサーと次のように連携します：

･ トランスポートパネルのテンポ設定が、全体のテンポ設定になります。
テンポトラックが使用されている場合（「テンポオートメーションのレコーディング」参照）、Matrix はこれに追従します。

･ メインシーケンサー（トランスポートパネル）で再生を開始した際、Matrix も自動的に再生を開始します（パターンシーケンサー
が非アクティブの場合を除く - 下記参照）。

･ シーケンサーからMatrix トラックのミュートやソロが可能です。
シーケンサーに Matrix 用のトラックがあり、これをミュートした場合、Matrix も自動的にミュートされます。ミュート状態はデバ
イスパネルの "Mute" インジケーターで示されます。Matrix トラックに複数のノートレーンがある場合、それぞれのミュート状態は
デバイスパネルに反映されません。

D デバイスパネルの "Run" ボタンをクリックしてMatrix のみを再生（メインシーケンサーを再生せずに）することが可能です。
これによりデバイスの内蔵パターンシーケンサーが再生を開始します。再生を停止するには "Run" ボタンを再度クリックするか、
トランスポートパネルの停止ボタンをクリックします。

･ もしMatrix デバイスのみを再生中にメインシーケンサーの再生を開始すると、パターンシーケンサーは自動的にメインシーケン
サーに同期します

･ パターンの切り替えはメインシーケンサーのパターンレーンで制御できます。
つまり、メインシーケンサーにて正しい位置でパターン切り替えが起こるようにパターンチェンジをレコーディング / 作成できま
す。
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パターンの選択
Matrix には４つのバンク（A, B, C, D）に合計 32 パターン保存できます。

D 選択されているバンク内のパターンを選択するには任意のパターンボタン（１－８）をクリックします。

D 他のバンクのパターンを選択するには、まず任意のバンクボタン（A, B, C, D）をクリックしてからパターンボタンをクリックしま
す。
パターンボタンをクリックするまで何も起こりません。

パターンチェンジはトランスポートパネル、またはトランスポートトラックの拍子設定に基づき、次のダウンビートで起こります。

パターン有効スイッチ

バンクとパターンボタンの上にはさらにもう１つスイッチがあります。このスイッチは通常オンですが、クリックしてオフにすると次
のダウンビートでパターンの再生は無効になります - 空（無音）のパターンを選択した場合と同じ動作です。例えば、ソングの再生中
に Matrix パターンを足し引きするためなどに使用できます。

ステップ
Matrix シーケンサーはいくつかの独立したステップで構成されています。各ステップにつきノート、CV 値、とカーブ値を指定できま
す。パターンを再生すると各ステップは順番に再生され、そのステップにプログラムされた音や情報を送信します。ドラムマシンの使
用経験のあるユーザーにはすぐ理解ができるでしょう。

パターンを削除する
パターンを削除（空に戻す）には、パターンを選択した後、" 編集 " メニューまたはデバイスコンテクストメニューから " パターンを
削除 " を選択します。

! パターンの削除はパターンの長さ、解像度、そしてシャッフル設定には適用されません。ご注意ください。
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切り取り、コピー、貼り付けを使用する
" 編集 " メニューまたはデバイスコンテクストメニューの切り取る、コピー、貼り付けるコマンドを使用してパターンを複製、移動で
きます。次のきまりが適用されます：

D " パターンをコピー "は現在選択されているパターンをクリップボードにコピーします。

D " パターンを切り取る "は現在選択されているパターンをクリップボードに移動します。
パターンをコピーしてからパターンを削除するのと同じです。

D " パターンをペースト（貼り付ける） " はクリップボードのパターンを選択されているデバイスで選択されているパターンに貼り付け
ます。
選択されているパターンをクリップボードのパターンで上書きします。

パターンを別のReason Essentials ソングに移動する
Reason Essentials ソング間でパターンをコピーする際はコピーとペーストを使用します：

1. 両方のソングを開きます。
2. コピーするパターンを選択します。
3. " 編集 " メニューまたはデバイスコンテクストメニューから "パターンをコピー "を選択します。

[Ctrl] と [C] を押してコピーできます。

4. もう片方のソングを選択します。
ソングウィンドウをクリックするか、ウインドウメニューからソングを選択できます。

5. コピー先のバンクとパターンを選択します。
このパターンは上書きされます、ご注意ください。

6. " 編集 " メニューまたはデバイスコンテクストメニューから "パターンをペースト（貼り付ける）"を選択します。
[Ctrl] と [V] を押してコピーできます。
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チュートリアル
Matrix のプログラミングはノートとゲート値をパターンウィンドウのそれぞれ上下のフィールドに入力して進行します。パターンウィ
ンドウ内をクリックまたはドラッグして値を入力します。次のように行ってください：

1. Subtractor を作成します。
Matrix を使用するのに Subtractor デバイスを使う必要はありません、実はインストゥルメントデバイスを使用する必要は全くない
のです。しかし、ここでは " 標準の " セットアップを使用します。

2. Subtractor を選択した状態で "Matrix パターンシーケンサーを作成します。
ラックを裏返すとわかるように、Matrix の "Note CV" 出力と "Gate CV" 出力が Subtractor の "Sequencer Control" 内 "Gate" 入力と
"CV" 入力に自動ルーティングされます。

3. パターンウィンドウの左側のスイッチが "Keys" の位置に設定されているのを確認してください。
ご覧のように、パターンウィンドウ内の上部フィールド赤いドットの列が２つあります。一つはパターン内の各ステップのノート
ピッチを表示しているパターンウィンドウ上部フィールドの底部の水平のドットです。

下部フィールドの垂直の棒グラフはゲートのベロシティー値を表しています。ここではこれらは全てのステップにおいてベロシ
ティー値 100 に設定されています。
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4. Matrix のパターンウィンドウ上部のグリッドセクションの内側をクリックします。
目的のノートを見つけやすいようにグリッドにキーピッチを示すラインが表示され、赤い長方形がクリックした場所に配置されま
す。ドラッグすると連続したノート値が入力されます。

5. パターンウィンドウ内の下部の範囲をクリック＆ドラッグします。
垂直の棒グラフを任意の高さに作成することができます。棒グラフが高いほどベロシティー値は高くなります。

6. Matrix の "Run（再生）" ボタンを押します。
あなたが前のステップで" プログラミング " したパターンが繰り返されます。パターンウィンドウの上部に赤いドットがパターンの
各ステップを表します。

D パターンが再生している状態で上部のグリッドセクション内をクリックまたはドラッグすると、ノートピッチがどのように変化す
るのかがわかります。
パターンウィンドウ左側に描かれた１オクターブのキーボードとノートのピッチは一致します。先述の通り、クリックやドラッグ
の際にはキーピッチを示すラインが現れ、キーボード上でノートのピッチが見分けやすくなっています。

D パターンが再生している間、下部のゲートセクションをクリックするとどのように音色とボリュームが変化するのかを聞くことが
できます。

D いくつかの垂直の棒グラフが見えなくなるまで下にドラッグすると、パターン内の対応するステップの音が完全になくなります。

D "Keys / Curves" スイッチの下にある 5段階スイッチを使用すると、異なるその他のオクターブ（5オクターブ）の幅でノートを入力
することができます。
パターン内の各ステップにつき 1 つのノートだけ存在できます。

7. 上記で説明された方法を組み合わせて使うと、各ステップで適切なノートをプログラムして、どのステップが再生されてゲート値
とベロシティーをセットするか決めることができます。
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カーブ（Curve）パターンの使用
カーブパターンは "Key" モードでプログラミングされるノートパターンとは別に利用される独立したパターンです。"Keys / Curve" ス
イッチを "Curve" にすると、Gate ステップではない方のノートが表示から消えて、パターンウィンドウの上部が空になります。これ
でカーブパターンをプログラミングできるようになりました。その後次のように行ってください：

1. ノートまたはゲートと同じ方法で Curve を描きます。
カーブパターンは大きな垂直ゲートステップのように表示されます。

D パターンを再生すると何も変わりません。すなわちパターンはカーブパターンが描かれる前のように再生します。
これは、"Curve CV" 出力がどのパラメーターにもルーティングされていないからです。

2. ラックを裏返すとMatrix のバックパネルが見えます。
3. "Curve CV" 出力を Subtractor の "Modulation Input（モジュレーション入力）"内の "Filter Freq（フィルターカットオフ CV入力）" 
にルーティングします。
これでカーブパターンは Subtractor の Filter frequency（カットオフ）をコントロールするようになりました。

q 効果があまりわからない場合は、フィルターの "Q" パラメーターを上げてフィルターの "Frequency" を下げてみてください。

D "Curve CV" 出力はどのデバイスの CVまたは "Modulation Input（モジュレーション入力） " にもルーティングできます。
実際には、"Curve CV" 信号は Gate トリガーも生じます。（例えば、サンプルまたはエンベロープをトリガーします）

D Gate トリガーは "0" の値に続く各カーブパターンステップで生じます。
下の画像をみると、ステップ 2、4、6 でトリガーが生じます、なぜなら 1、3、5 がゼロにセットされているからです。しかし、パ
ターンの残りのステップは生じません。

"Unipolar（ユニポーラー）／ Bipolar（バイポーラー）カーブについて

Matrix のバックパネルには "Unipolar" カーブまたは "Bipolar" カーブを選択するスイッチがあります。その違いは次の通りです：

D ユニポーラーカーブは "0" の値から始まって、その後上がります。
"0" はすべてのステップが" 空 "（見えない）の時の値です。ユニポーラーは新しい Matrix が作成された時のこのスイッチのデフォ
ルトの設定です。
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D バイポーラーカーブは "中央 "で分割されます。中央は "0" の値を表しています。
カーブが描かれていない場合、スイッチを "Bipolar" モードにすると、すべてのステップは下からパターンウィンドウの左側にプリ
ントされたスケールの中央の位置まで伸びています。したがって、すべてのステップは "0" であり、中央から上下両方にドローす
ることができます。

"Bipolar" カーブは場合によって重要です。例えば、Matrix をミキサーチャンネルの "Pan" パラメーターに使用したい場合、"Unipolar"
カーブではゼロ、つまり "Pan" の中央のポジションで始まってしまいます。これは中央のポジションから片方の Pan にしかカーブを使
用できないことを意味しています。しかしながら、"Bipolar" カーブでは、ゼロの値が中央にあるので Pan のカーブを両方向に描くこ
とができます。"Bipolar" カーブはプラスとマイナスの値を持つパラメーターにも使用できます。

パターンの長さの設定

パターンレングス（つまりパターンが繰り返される前の再生するステップ数）を設定したい場合があるかも知れません。

D "Steps" スピンコントロールはパターンが再生するステップの数を設定するのに使用します。
幅は 1 から 32 までです。後の段階で常にステップの数を増やすことができます、これは単にもとのパターンの終わりに空のステッ
プを加えることになるだけです。また、短くすることも可能ですが、減らした分のステップは再生されません。減らした分のス
テップは削除されるわけではありません。ステップ数を元に戻せば、以前減らされたステップも再度再生されます。

繋がったノートの使用
Gate パターンウィンドウの左側にある "Tie" をオンにすると、より長いノートを作成することができます（8 分音符、4 分音符など）。
ゲート値を入力する時に [Shift] キーを押したままにすることで素早く繋がったノートを描くことができます。

D 1 つの繋がったゲート値を持った各ステップは通常のステップに比べて 2倍の長さになります。
繋がったゲートステップはパターンウィンドウ内で 2 倍の長さで表示されます。

D 同じピッチの 2つ以上のノートは共に繋がります、その結果さらに長いノートになります。

典型的な TB-303"Acid" タイプのリードライン（「『アシッドスタイル』のリードラインをプログラミングする」をご参照ください）を
作成したい場合、繋がったノートは重要です。
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パターンレゾリューションの設定
Matrix は常にトランスポートパネル上のテンポ設定に従います。しかし Matrix をテンポ設定に関連した異なったテンポレゾリュー
ションで再生させることもできます。

パターンシャッフル
Shuffle は音楽にスイング感を与えるリズム上の特徴です。これは 8 分音符の裏拍（偶数の順番）の 16 分音符を遅らせることで機能し
ます。

Reason Essentials ではシャッフルを個々のパターンデバイスのパターンでオンまたはオフにできます。しかしながら、シャッフルの量
は ReGroove Mixer の "Global Shuffle" コントロールでグローバルに設定されます。ReGroove Mixer の詳細はマニュアルの

「ReGroove」の章をご参照ください。

Matrix 上の "Shuffle" スイッチとトランスポートパネル上の "PATTERN SHUFFLE" コントロール

パターンミュート
"Pattern select" ボタンの上にある "Pattern" ボタンをオフにすると、パターンの再生はミュートされ、（ちょうど空のパターンを選択し
たかのように）ミュートは次のダウンビートから始まります。例えば、これは再生中に異なったパターンデバイスをミックスから出し
たり入れたりする時に使用することができます。

シーケンサーで Matrix のトラックをミュートした場合、瞬時にミュートされ、パネル上の "Mute" インジケーターが点灯します。ただ
し、Matrix をミュートするには、それに接続されている全てのトラックをミュートする必要があります。
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パターンファンクション
パターンデバイスが選択されている時、" 編集 " メニュー（またデバイスコンテクストメニュー）上に特定のパターンファンクション
が現れます。

パターンを左 / 右にシフト
「パターンシフト」ファンクションはパターン内のノートと対応するゲート値を 1 ステップ左または右に移動します。

パターンを上 / 下にシフト
! この機能は "Curve CV" を変更します。これは "Curve CV" によって作られた値は半音のノートに完全に対応する必要がないからで
す。

「パターンシフト」ファンクションはパターン内のすべてのノートを半音上または下にトランスポーズします。

パターンをランダム生成
” パターンをランダム生成 ” ファンクションはランダムなパターンを作成します。ランダムなパターンは素晴らしいスタートポイント
になることがあります。また、新しいアイデアが欲しい時の助けになります。"Note CV"、"Gate CV"、"Curve CV" の値すべてが作成さ
れます。

パターンをランダムに入れ替え
" ランダムに入れ替え " ファンクションは既存のパターンを変更します。このファンクションを実行するには、パターン内に何かがな
ければいけません。空のパターンに入れ替えファンクションを使用しても何も起こりません。

! " ランダム "と "Alter" は Note CV、Gate CV、Curve CV の値すべてに作用します！

パターンのチェーン
複数のパターンを作成したとき、おそらくはパターンを特定の順序で再生したい場合があると思います。

D シーケンサー内でMatrixがルーティングされているトラックのレコーディングをオンにして、"Pattern"と"Bank"ボタンを使用して
ソングが再生する順番を決定します。
変更する前にパターンが最後まで再生してしまっても、手動でパターンチェンジのタイミングを修正すれば良いので心配すること
はありません。レコーディングが終了したら、シーケンサートラックはパターンチェンジデータを含んでいます。パターンはレ
コーディング中に設定した順序に自動的に入れ替わります。

パターンチェンジのレコーディングについては「パターンオートメーションのレコーディング」をご参照ください。

D 別の方法はシーケンサー内のパターンレーンを編集することです。
パターンレーン内での編集については「シーケンサー」の章をご参照ください。
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パターンデータをノートに変換する
Matrix のパターンデータをメインシーケンサーのノートに変換できます。これによりノートを自由に編集しバリエーションを作成でき
るほか、グルーヴクオンタイズを適用できるようになります。

” パターンをトラックにコピー ”機能
この機能は Matrix デバイスで１つのパターンを作成し、シーケンサートラックに個別ノートイベントを書き出したい場合に便利です。

! Curve パターンはシーケンサーデータに変換できません！ノートパターンとゲート値だけが変換されます。

次のように行います：

1. パターンのノートを書き出す範囲を左右ロケーターで設定します。
パターンを途中で切らないように、ロケーター間の長さをパターンの長さの倍数に設定すると良いでしょう。

2. ノートの書き出し先になるトラックを選択します。
ノートは Matrix のトラックではなく、Matrix に制御されているデバイスのトラックに書き出してください（Matrix 自体は音を発声
しないため）。書き出したノートを他のインストゥルメントトラックにコピーすることもできます。

3. ラックでMatrix デバイスを選択し、”編集 ”メニューまたはデバイスのコンテクストメニューから ”パターンをトラックにコ
ピー ”を選択します。
パターンはトラックに、ノートとゲート（ベロシティー）値を含んだ１つのノートクリップとして変換されます。ロケーター間の
長さがパターンの長さより大きい場合、パターンはクリップ内で繰り返されます。

Matrix で ” パターンをトラックにコピー ” 機能を使う場合、次のことにご注意ください：

･ ゲート値が０より大きいすべてのパターンステップにノートが作成されます。
ノートのピッチは各ステップのキー CV 値に、ベロシティーはゲート値にそれぞれ基づいています。

! Curve CV はコピーされません。

･ この操作を行った後はMatrix デバイスの接続を解除しても良いでしょう。
なぜならそのままだと Matrix とシーケンサー両方から同時にノートが再生され、重複してしまうからです。

q 上記の手順では、シーケンサーで 1つのパターンをノートにコピーします。もしオートメーションしたパターンチェンジがあるのな
ら、すべてのパターンチェンジを含めた完全なパターントラックをノートにコピーすることができます。

” パターンオートメーションをノートに変換 ”機能
Matrix トラックにパターンオートメーションをレコーディングまたは描画した場合、次のようにトラック全体をノートに変換できま
す：

1. パターンオートメーションを含むトラックを選択します。
2. ” 編集 ” メニューまたはトラックのコンテクストメニューから ”パターンオートメーションをノートに変換 ”を選択します。

パターンクリップに相当するパターンが、トラックのノートクリップに変換されます（この際 ” パターンをトラックコピー ” と同
じ規則が適用されます）。トラックは、パターンデバイスとパターンチェンジを用いて再生したときと同じ内容で再生します。

D 操作の後、パターン選択レーンはオフになります。
デバイスのパターン（有効）ボタンは自動的にオフになります。

D この操作をMatrix で行う場合、ノートクリップをインストゥルメントデバイスのトラック（通常はMatrix が接続されているデバイ
ス）に移動する必要があります。
なぜなら Matrix 自体は音を発声しないからです。
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使用例
前の章で説明した通り、Matrix は非常にフレキシブルなデバイスです。ここでは Matrix パターンシーケンサーの使用例をいくつか紹
介します。

Matrix をモジュレーションとして使用する
Matrix を LFO のようなモジュレーションソースとしてエフェクティブに使用できます。Reason Essentials のインストゥルメントデバ
イスとは違って、Matrix はテンポに同期したモジュレーションを作成することができるので、多くの点で有利です。次のように行いま
す：

1. シンセサイザー（例えば Subtractor）を作成します。
2. Matrix パターンシーケンサーを作成します、または既に存在していたら、空のパターンに設定します。
3. ラックを裏返し、”Gate CV” と ”Note CV” 出力接続を外します。

Gate/Note CV はこの例では使用しません。

4. ラックを裏返して、Matrix のバックパネルの "Curve CV" Output をシンセサイザーの "Modulation Input" 内 "Amp Level" 入力に
ルーティングします。
このパラメーターはシンセサイザーの出力レベル（ボリューム）を調節するのに使用します。ボリュームの変調はしばしばトレモ
ロと呼ばれます。この例ではユニポーラーカーブ（「"Unipolar（ユニポーラー）／ Bipolar（バイポーラー）カーブについて」参照）
を使用します。

5. ラックを再び裏返して、Matrix のディスプレイを "Curve" パターンウィンドウにスイッチします。
6. 次に示している例のようにカーブを描きます。

16（例に示している通り）以下または以上のステップを使用している場合は、見えている形に大体合うようにカーブを描きます。

7. トランスポートパネル上の "CLICK" をオンにします。
8. シンセサイザーにルーティングしているトラックを選択して、MIDI キーボードからプレイできるようにします。
9. トランスポートパネル上のプレイボタンを押して、キーボードでコードを押さえます。

この時 Curve パターンによって調整されているボリュームが聞こえるはずです。

10.プレイモードである間は、"Resolution" ノブを使用してテンポに関連したモジュレーションレートを変化させることができます。
各時計回りごとにレゾリューションステップはモジュレーションの速さを 2 倍にし、反時計回りはその逆になりますが、常にテンポと
は同期したままの状態です。
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『アシッドスタイル』のリードラインをプログラミングする
アシッドスタイル』のリードラインとは、レガートとスライド（もしくはポルタメント）エフェクトの組み合わせを使用した、うねる
ようなサウンドを再現するために広く使われたパターンです。もともとは Roland TB-303 で生み出され、Propellerhead Software 製品
の ReBirth で再現されました。Reason Essentials を使ってこの典型的なサウンドに近づけるためには、次のように行ってください：

1. シンセサイザー（Subtractor）を作成します。
2. Matrix パターンシーケンサーを作成します、または既に存在していたら、空のパターンに設定します。
3. Matrix の "Note CV" と "Gate CV" 出力がシンセサイザーの "Sequencer Control" の "CV" と "Gate" 入力にそれぞれ接続され
ているのを確認します。

4. Subtractor で、Init Patch もしくは "Reason Essentials Factory Sound Bank" の "Monosynth" カテゴリにある "TB Synth"
パッチのどちらかを選択します。

D もし Init Patch を使用するのであれば、次のセッティングをすることが重要です：

･ "Polyphony" を "1" に設定する。

･ "Trigger" モードを "Legato" にスイッチする。

･ "Portamento" を約 "50" の値にセットする。

5. Matrix でパターンを作成し、再生を続ける。
D もし "Tie"（「繋がったノートの使用」をご参照ください）がステップでオンになっていたら、ノートは次のノートと繋がれて、ピッ
チは連続的に次のステップのピッチに無段階に移動します。
スライドさせたいノートに対して Tie をオンに、させたくないノートにはオフにします。

D 複数の繋がったノートが次々にある場合、そのノートは 1つのレガートしたフレーズとして再生されます。うねるようなリードライ
ンを作成するのにピッチベンドと共に使用されます。

6. 異なったノート、Tie、ゲート値で実験してみてください。
TB-303 または ReBirth を使用したことがあるなら、どうすると Matrix とシンセサイザーを一緒に使用して特定のスタイルパターン
を作成できるかコツがわかり始めるでしょう。

q DDL-1（ディレイ）や Scream 4（ディストーション）エフェクトデバイスを加えると ReBirth のようなサウンドになるでしょう、し
かし当然ながら Reason Essentials の他のサウンドおよびモジュレーション能力を利用して、より幅広い音色を作成することも可能
です。

サンプルをトリガーする
"Gate CV" 出力は Redrum もしくは NN-XT サンプラーのサンプルをトリガーするのに使用できます。

D Matrix の "Gate CV" 出力を NN-XT の（"Sequencer Control" の）"Gate" 入力、もしくは Redrumバックパネルの各チャンネルにある
"Gate In" にルーティングします。
ゲート値が "0" より上の各ステップでサンプルをトリガーします。



第 37章
メニュー /ダイアログ
レファレンス
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"Reason Essentials" メニュー (Mac OS X)
Reason Essentials について
このメニュー項目は本プログラムのバージョンや関わったスタッフに関する情報が掲載されているダイアログを表示します。

オーソライゼーションの管理
このメニュー項目は Ignition Key との通信に必要である Authorizer を起動します。" ブラウザ起動 " ボタンはデフォルトのウェブブラ
ウザを起動し、Propellerhead ウェブサイトのアカウントページにアクセスします。このウェブページにログインしてオーソライゼー
ションを管理します。

環境設定
このメニュー項目は " 環境設定 " ダイアログを表示します。このダイアログのオプションに関する詳細は 「環境設定 - " 一般設定 " ペー
ジ」, 「環境設定 - " オーディオ " ページ」, 「環境設定 - コントローラー」, 「環境設定 - 高度設定」 と 「環境設定 - キーボード」 をご参
照ください。

サービス
Reason Essentials メニューには Mac OS X 標準の " サービス " 項目があります。これらについては Macintosh のヘルプをご参照くださ
い。

表示 / 隠す
これらは Mac OS X 標準の表示 / 非表示オプションで、何を画面に表示するか選択できます。

Reason Essentials を終了
プログラムを終了します。変更を保存していないドキュメントがある場合、変更の保存を促すダイアログが現れます。
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ファイルメニュー
新規
" 新規 " を選ぶと新規の空のソングが現れます。新規ソングが初期状態で何を含んでいるかは " 環境設定 " の一般設定ダイアログで決
めます（「デフォルトソング」参照）。

テンプレートから新規
サブメニューから選んだテンプレートソングに基づいた新規ソングが作成できます。選択したテンプレートソングは新しいドキュメン
トウィンドウに開きます。

Windows プラットフォームではソングドキュメント名は "Document n"（"n" は番号）になります。

Mac OS X プラットフォームでは、ドキュメント名は "untitled n"（"n" は番号）になります。

この後ソングに新しい名前を付けて保存できます。 詳しくは「テンプレートから新規ソングを作成」 をご参照ください。

開く ...
! " 開く ..." 項目は Reason Essentials をオーソライズモードで使用している場合のみに表示されます（「Reason Essentials の登録と
オーソライズ」参照）。

ソングを開くには以下の方法で行います：

1. " ファイル "メニューから "開く ..." を選択します。
" ソングブラウザ " ダイアログが表示されます。

2. " ソングブラウザ "を使用してディスクのフォルダー内、あるいは ReFill から任意のソングを選択します。
3. " 開く " ボタンをクリックします。

ソングは新しいドキュメントウィンドウに開きます。

q 同時に複数のソングを開いておくこともできます。これにより、異なるソング間でオーディオ、ノート /オートメーションクリッ
プ、トラック、デバイス、ミキサーチャンネルやパッチのコピー / ペーストを可能にします。しかし複数のソングを同時に開いてお
くと CPU パワーを消費しますので、必要の無いソングは閉じておいた方が良いでしょう。

詳しくは「Reason Essentials ソングを開く」をご参照ください。

デモソングを開く
! Reason Essentials のデモモードでは、"開く " 項目が "デモソングを開く "項目に変わります（「デモモードで Reason Essentials
を使用」参照）。

D サブメニューからデモソングを選択します。
ソングは新しいドキュメントウィンドウに開きます。

詳しくは「Reason Essentials デモソングを開く」をご参照ください。

閉じる
D アクティブなウィンドウ（最前面に出ているウィンドウ）を閉じます。

保存されていないソングのウィンドウの場合、ダイアログが表示され、保存するかどうか尋ねます。

最後のソングドキュメントを閉じると、Reason Essentials は終了します（Windows のみ）。

保存
アクティブなソング（最前面に出ているソング）をディスクに保存します。

･ 初めて保存されるソングの場合、ダイアログが表示されます。任意のファイル名を入力して、保存先のディスクを指定します（「別
名で保存 ...」参照）。

･ 一度保存されているソングであれば、ダイアログは表示されずにそのまま保存されます。
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別名で保存 ...
アクティブなソング（最前面に出ているソング）をディスクに保存します。ダイアログが表示されますので、任意のファイル名を入力
して、保存先のディスクを指定します。" 別名で保存 " を実行するとソングファイルは自動的に最適化されます（「ソングを最適化して
保存」参照）。

q ソングのセルフコンテンツ設定により、ソングで使用されているサンプルをソングファイルに格納することができます（「ソング
ファイルに格納するデータについて」参照）。

ソングを最適化して保存
シーケンサーでオーディオを録音すると、録音されたデータはソングドキュメント内に保存されます。録音されたデータをソングから
取り除くと、ドキュメント内に「空き」エリアができてしまいます。これは断片化したハードディスクと似た状態です。ソングドキュ
メントを「デフラグ」してファイルサイズを小さくするには " ファイル " メニューの " 最適化して保存 " コマンドを使用します。

詳しくは「ソングを最適化して保存」をご参照ください。

ソング情報 ...
ソング作成者の連絡先やソングに対するコメントなどを書き込むことができる " ソング情報 " ダイアログを開きます。

詳しくは「ソング情報の追加」をご参照ください。

ソングファイルに格納するデータの設定 ... 
他のコンピューターでソングを開いたり、他の Reason Essentials ユーザーにソングを送る際は、ソング内のデバイスが使用している
サンプルや REX ファイルが必要になります。そこで Reason Essentials では「セルフコンテンツソング」を作ることできます。セルフ
コンテンツソングには使用サンプルと REX ファイルへのレファレンスだけでなく、使用しているファイル自体が格納されています。
ソングに格納するファイルを指定するには " ソングファイルに格納するデータの設定 " を選択します。

! ReFill から読み込んでいるサンプルや REX ファイルを "ソングファイルに格納する "ことはできません。

詳しくは 「ソングファイルに格納するデータについて」 をご参照ください。

オーディオファイルのインポート ...
" オーディオファイルのインポート " を選択すると " オーディオファイルのインポート " ダイアログが開き、Reason Essentials のオー
ディオトラックへインポートする WAV、AIFF や REX ファイルを選べます。

詳しくは「シーケンサーへのオーディオインポート」 をご参照ください。

MIDI ファイルのインポート ...
Reason Essentials はスタンダード MIDI ファイル（SMF）をインポートすることができるので、他のソフトウェアで作成された MIDI
データを利用することができます。"MIDI ファイルのインポート " を選択すると MIDI ファイルブラウザダイアログが開き、Reason 
Essentials のインストゥルメントトラックへインポートする MIDI ファイルを選べます。

詳しくは「スタンダード MIDI ファイルのインポート」 をご参照ください。

MIDI ファイルのエクスポート ...
Reason Essentials はスタンダード MIDI ファイル（SMF）をエクスポートすることができます。 "MIDI ファイルのエクスポート " を選択
すると MIDI ファイルエクスポートダイアログが開き、Reason Essentials シーケンサー上のすべてのインストゥルメントとオートメー
ショントラックをスタンダード MIDI ファイル（SMF）へエクスポートできます。

詳しくは「スタンダード MIDI ファイルのエクスポート」をご参照ください。
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インサート FX パッチを書き出す ...
この項目は選択されたオーディオトラックデバイス、ミックスチャンネルデバイスとそれらのメインミキサーのチャンネルストリップ
に対して使用できます。" インサート FX パッチを書き出す " を選択すると、インサート FX パッチの保存ダイアログが開き、選択され
たオーディオトラック / ミックスチャンネルデバイスで使っているインサート FX パッチを Combinator（*.cmb）パッチファイルとし
て保存できます。

デバイスパッチを別名で保存 ...
パッチを取り扱うことができるデバイスを選択している場合は、このメニュー項目が有効となり、またデバイス名もメニュー項目に反
映されます（例えば、"Combinator のパッチを別名で保存 ..." など）。

ソングファイルにはデバイスのすべての設定も一緒に保存されますが、パッチファイルとして別に保存しておくことによって、他のソ
ングでもそのパッチを使用することが可能になります。また他のパッチを試す場合も、デバイスの設定を失うことはありません。

･ パッチによって拡張子が異なります：
“.cmb” (Combinator パッチファイル )

“.zyp” (Subtractor パッチファイル ) 

“.sxt” (NN-XT パッチファイル ) 

“.drp” (Redrum パッチファイル ) 

“.drex (Dr. Octo Rex パッチファイル ) 

“.rv7” (RV7000 パッチファイル )

“.sm4” (Scream 4 パッチファイル )

“.l6t” (Line 6 アンプトーン )

･ パッチ ファイルを開いて設定を変更して保存する場合は、新たなファイル名を設定して別のファイルとして保存するか、あるいは
そのまま同じファイル名で上書きします。
上書きする場合はダイアログが表示され、上書きするかどうか尋ねます。

q またデバイスパネルのフロッピーディスクボタンをクリックしてパッチを保存できます。

q ダイアログを表示させずに既存のパッチファイルを上書きする場合は、Macintosh では [Option]、Windows では [Alt] キーを押しな
がらデバイスのフロッピーボタンをクリックします。

ソング / ループをオーディオファイルに書き出す ...
ソングが完成した後に、他のユーザー（Reason Essentials を使用していないユーザー）のためにソングをオーディオファイルにエクス
ポートすることができます。オーディオファイルは先頭から (E) マーカーまでの部分か、あるいはループのみをエクスポートすること
ができます。

詳しくは「ソングまたはソングの一部のエクスポート」をご参照ください。

ミキサーチャンネルをバウンス ...
ミキサーチャンネルのバウンスとは、オーディオトラックチャンネルまたはミックスチャンネルのオーディオ出力を「録音」し、個別
のオーディオファイルを作成することです。作成されたオーディオファイルはディスクに保存、またはソング内の新たなオーディオト
ラックに追加できます。

ミキサーチャンネルのバウンスについて詳しくは「ミキサーチャンネルのバウンス」をご参照ください。
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REX からMIDI ファイルをエクスポート ...
Dr. Octo Rex に REX ファイルを読み込んでいて、外部の MIDI ソフトウェアなどから Dr. Octo Rex をコントロールする場合は以下の方
法で MIDI ファイルをエクスポートします。

1. ラック内から任意のDr. Octo Rex を選択します。
2. " ファイル "メニューから " REX からMIDI ファイルをエクスポート ..." を選択します。
3. ディスクにMIDI ファイルを保存します。
4. 他のMIDI ソフトウェアで、作成したMIDI ファイルを開きます。
5. 他のアプリケーションでMIDI ポートとチャンネルを設定します（Dr. Octo Rex がデータを受信するポートと出力に設定）。

終了 (Windows)
プログラムを終了します。開かれているソングが保存されていない場合はダイアログが表示され、保存するかどうか尋ねます。
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" 編集 " メニュー
取り消し（元に戻す）
ラックの作成、削除、パラメーター値の設定、" シーケンサー " 内でのシーケンスデータの編集、テンポや拍子の設定など、Reason 
Essentials のほぼすべての操作は " 元に戻す " ことができます。" 元に戻す " は最高 30 回前の操作までやり直すことができます。

! シーケンサートランスポートの操作は取り消せません。

D 操作を"元に戻す"には"編集"メニューから"元に戻す" を選択するか、あるいはキーボードの[Command]-[Z] (Macintosh) / [Ctrl]-[Z] 
(Windows) を押します。
現在 " 元に戻す " ことができる操作は、メニューの " 元に戻す " の右側に続いて表示されます。例えば、" 元に戻す " ことができる
操作がラックの削除の場合、" 編集 " メニューには " 元に戻す デバイスとトラックを削除 " と表示されます。

詳しくは「取り消しとやり直し」をご参照ください。

やり直し
D "元に戻す"操作後に再び元に戻す場合は、"やり直し"を選択します。"やり直し"するには"編集"メニューから"やり直し" を選択する
か、あるいはキーボードの [Command]-[Y] (Macintosh) / [Ctrl]-[Y] (Windows) を押します。
現在やり直しできる操作はメニューの " やり直し " の右側に続いて表示されます。やり直すも元に戻すと同じく最高で 10 回前の操
作までやり直すことができます。

詳しくは「取り消しとやり直し」をご参照ください。

カット（切り取る）/ トラックとデバイスをカット / チャンネルとトラックをカット
これらの項目は、選択されたアイテムをカット（切り取り）してクリップボード上に一時的に保管します。従ってカット（切り取り）
されたアイテムはペースト（貼り付け）することが可能です。

カット（切り取り）は、デバイス / チャンネルとそのシーケンサートラック、シーケンサークリップ、ノートとオートメーションポイ
ントに使用できます。

! " オプション " メニューの "デバイスとトラックを自動的にグループ "項目が選択されている場合は、デバイスグループのすべての
デバイスがカットされます（「デバイスグループについて」参照）。

コピー / トラックとデバイスをコピー /チャンネルとトラックをコピー /パッチをコピー
これらの項目は、選択されたアイテムをコピーしてクリップボード上に一時的に保管します。従ってカットされたアイテムはペースト
することが可能です。

カット（切り取り）は、デバイス / チャンネルとそのシーケンサートラック、シーケンサークリップ、ノート、オートメーションポイ
ントとデバイスパッチに使用できます。また個別の Kong ドラムパッチもひとつのパッドから別のパッドへコピー、ペーストできま
す。

! " オプション " メニューの "デバイスとトラックを自動的にグループ "項目が選択されている場合は、デバイスグループのすべての
デバイスがコピーされます（「デバイスグループについて」参照）。

ペースト（貼り付け）/ トラックとデバイスをペースト / チャンネルとトラックをペースト / パッチをペー
スト
これらの項目は、カット（切り取る）/ コピー操作でクリップボード上に保管されているアイテムをペースト（貼り付け）します。

･ トラックをペースト（貼り付け）すると、そのデバイスも同時にペースト（貼り付け）されます（デバイスにトラックがある場合
は逆も言えます）。
シーケンサーとラックで現在選択されているトラックとデバイスの下にそれぞれトラックとデバイスがペースト（貼り付け）され
ます。
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! " オプション " メニューの "デバイスとトラックを自動的にグループ "項目が選択されている場合は、デバイスグループのすべての
デバイスがペーストされます（「デバイスグループについて」参照）。

何も選択されていない場合はトラックリスト / ラックの最下部にペーストされます。

･ 複数デバイスを同時にコピー / ペースト（貼り付け）した際、これらの間の接続は保たれます。

D [Shift] を押さえながらデバイスをペースト（貼り付け）すると、Reason Essentials はオートルーティングを試みます。
例えば、[Shift] を押さえながらインストゥルメントデバイスをペースト（貼り付け）した場合、通常は最初の未使用ミックスチャ
ンネルデバイス入力に接続されます。

D また、他のソングにもデバイス、チャンネルとトラックをペースト（貼り付け）できます（シーケンサーデータとデバイス設定も
含まれます）。

･ シーケンサークリップをペーストした場合は、もとのトラックと同じソングポジションにペーストされます。
元のトラックを削除した、または別の Reason Essentials ソングドキュメントにペーストした場合、クリップは選択されたトラック
のソングポジション位置にペーストされます（トラックタイプが元トラックと同一の場合）。トラックタイプが異なる場合は新しい
トラックが作成されます。ノートクリップの場合は新しい ID8 インストゥルメントトラックが作成されます。

･ ノートやオートメーションポイントは選択されたトラックのソングポジション位置にペーストされます（トラックタイプに互換性
がある場合）。

削除 / トラックとデバイスを削除 / チャンネルとトラックを削除
これらは選択されたアイテムを削除します。もしシーケンサートラックをメニューアイテム（この場合は " トラックとデバイスを削除
" と表示されます）で削除すると、そのデバイスも同時に削除されます。

! " オプション " メニューの "デバイスとトラックを自動的にグループ "項目が選択されている場合は警告が現れ、選択されたデバイ
スのみ、またはデバイスグループ全体を削除するか選択します（「デバイスグループについて」参照）。

トラックを削除
現在選択されているシーケンサートラックを削除しますが、ラックデバイスやミキサーチャンネルは削除されません。

トラックとデバイスを複製 / チャンネルとデバイスを複製
選択されているデバイスとトラック（またはチャンネルとトラック）を、全てのパラメーター、レコーディング / イベントを含め複製
します。複製されたアイテムは選択されているデバイスとトラックの下にそれぞれ追加されます。

! " オプション " メニューの "デバイスとトラックを自動的にグループ "項目が選択されている場合は、デバイスグループのすべての
デバイスが複製されます（「デバイスグループについて」参照）。

すべて選択 / すべてのデバイスを選択 /すべてのトラックを選択 /すべてのチャンネルを選択
この項目はラックではすべてのラックデバイス、トラックリストではすべてのトラック、メインミキサーではすべてのチャンネル、す
べてのクリップ、開いたクリップではすべてのノートやオートメーションポイントを選択します。操作の作用はフォーカスされたエリ
ア（ラック、トラックリスト、メインミキサー等）によって異なります。フォーカスはドキュメントウィンドウ内で、エリアを囲む細
い枠線で示されます。

D エリアをフォーカスするには、そのエリア内をクリックします。

このメニュー項目を使ってすべてのアイテムに素早くコマンドを適用できます。例えばラックデバイスをすべて削除したり（" すべて
のデバイスを選択 " してから [Delete] を押す）、開いたクリップ内のすべてのノートをクオンタイズできます（" すべて選択 " してから
ツールウィンドウのクオンタイズボタンをクリック）。

デバイスグループ内すべてを選択
選択したデバイスのデバイスグループに含まれるすべてのデバイスを選択します。 詳しくは「デバイスグループ内すべてのデバイスの
選択について」 .
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選択されたデバイスグループをソート
この項目はデバイス、チャンネルストリップやシーケンサートラックを現在選択されているアイテムの順番通りに並び替える際に使い
ます。例えばラックデバイスをシーケンサートラックの順番に並び替えるには、シーケンサートラックをすべて選択してから " 選択さ
れたデバイスグループをソート " を選択します。 詳しくは「" 選択されたデバイスグループをソート " 機能について」をご参照くださ
い。

デバイスを自動的にルーティング
オートルーティング（自動的にルーティング）とは、規則に従ってデバイスのオーディオや CV/gate 接続が自動的にルーティングされ
ることを意味します。オートルーティングは次の状況で実行されます：

･ デバイスを新規作成した時。

･ [Shift] を押さえながらデバイスを移動、複製、ペーストした時。

ただしデバイスが既にラックにある場合は、それを選択してからこのメニュー項目を選ぶことで、強制的にオートルーティングを実行
できます。

オートルーティングの規則に関しては「オートルーティング」をご参照ください。

デバイスのルーティングを解除
選択されたデバイスのすべてのオーディオと CV/gate 接続を外します。

Combinator に取り込む /Combinator から外す
D ラックデバイスを複数選択し ”Combinator に取り込む ”を選ぶと、Combinator が作成され、選択されているデバイスがこれに取り
込まれます。

D Combinator（または Combinator 内のひとつ以上のデバイス）を選択し ”Combinator から外す ”を選ぶと、デバイスは Combinator
からラックへ移されます。
Combinator 自体を選択した場合、Combinator は削除され、中のデバイスはラックに移されます。

詳しくは「Combinator」をご参照ください。

チャンネル設定をコピー / ペースト（メインミキサーチャンネルストリップ）
この項目はメインミキサーチャンネルストリップの任意のセクションのパラメーターを、他のチャンネルストリップにペーストしま
す。使用可能なパラメーターグループは：

･ EQ

･ インサート FX
エフェクト Combi パッチ全体をコピーします（Combinator デバイスを含む）。

･ FX センド
チャンネルストリップの FX センドパラメーターのみをコピーします - FX デバイスやパッチは含まれません。

･ すべて
インサート FX デバイスを含むすべてのチャンネルストリップパラメーターをコピーします。

チャンネル設定をすべてリセット（メインミキサーのチャンネルストリップ）
チャンネルストリップのパラメーター設定をすべてデフォルト値にリセットします。インサート FX の Combinator パッチも取り除か
れます。
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パッチを初期化する
シンセサウンド、ドラムキット、サンプラーなどで新たにパッチを作成する場合、設定をイニシャライズしたい（初期状態に戻した
い）ときがあるでしょう。そのようなときはこのコマンドが役立ちます。設定をイニシャライズするには、" 編集 " メニュー / デバイ
スのコンテクストメニューから " パッチを初期化する " を選択します。これによりすべてのパラメーターは初期値に設定されます。
NN-XT や Redrum デバイスでイニシャライズすると、すべてのサウンドファイルも削除され、完全にゼロの状態からパッチを作成す
ることができます。

パターンを切り取る 
選択されている Redrum または Matrix で選択されているパターンをクリップボードに移動します。パターンは削除されます。

パターンをコピー 
選択されている Redrum または Matrix で選択されているパターンをクリップボードにコピーします。

パターンをペースト 
クリップボードのパターンを、選択されている Redrum または Matrix で選択されているパターンへコピーします。この際、選択され
ているパターンは上書きされます。別の Reason Essentials ソングにパターンを移すことも可能です。

パターンを削除 
選択されているパターンデバイス（Redrum または Matrix）で選択されているパターンを削除します。

パッチを選択 .../ インサート FX パッチを選択 ...
この項目で、選択されたデバイスのパッチ、またはチャンネルストリップのインサート FX パッチを選択します。このメニュー項目は
選択されたデバイスを反映します - つまりパッチ選択項目を " 編集 " メニューに表示するにはデバイスをまず選択する必要があります。

メニューから " パッチを選択 ..." を選ぶとブラウザが表示され、ハードディスクや ReFill から任意のパッチを開くことができます。

パッチを開くと、すべてのパラメーターがパッチ内に保存されている値に設定され、ディスプレイにはパッチネームが表示されます。
通常の操作と同様にこのパッチの読み込みも取り消しする（元に戻す）ことができます。

! パッチを開いた後にパラメーターを操作したとしても、それはパッチファイルには影響を及ぼさない点に注意してください。パッ
チをもとにして設定した新しいパラメーター値は、必要に応じてパッチファイルとして保存します。

･ 見つからないサンプルがある場合
Redrum、Combinator（Combi のデバイスがサンプルを使用している場合）、NN-XT と Dr. Octo Rex のパッチファイルには、使用さ
れているサンプルの情報が含まれます。しかしサンプルもパッチファイル同様に独立したファイルであり、そのファイルの名前が
変更されたり移動した場合、パッチファイルはそのサンプルを検索することができません。

使用されているサンプルが見つからない場合はダイアログが表示されます。このとき、手動でサウンドファイルを指定するか、あ
るいは設定されたデータベースや ReFill 内で検索します。またサンプルが見つからない場合でも、パッチファイルを開くこともで
きます。

ループを選択 ... 

この項目は、Dr. Octo Rex で選択されたループスロットにループを追加します。REX、RCY、REX2 形式のファイルを読み込めます。

既にループがロードされているループスロットに新たに REX ファイルを読み込むと、既存の REX ファイルを置き換えます。

サンプルを選択 ... 
このメニュー項目はサンプルを使用するデバイスにサンプルをロードします；デバイスは Redrum と NN-XT です。下記のサンプル
フォーマットを読み込めます。
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･ Wave (.wav)
PC プラットフォームにおける標準のオーディオフォーマットです。

･ AIFF (.aif)
Mac プラットフォームにおける標準のオーディオフォーマットです。

･ SoundFont サンプル (.sf2)
E-mu system 社と Creative Technologies 社が共同開発した wavetable シンセサイザーオーディオのオープンスタンダードなフォー
マットです。

･ REX ファイルのスライス (.rx2, .rex, .rcy)
REX ファイルは ReCycle! で作成されたサウンドループです。ReCycle! はループを独立したサンプルに「スライス」し、サンプルを
分割します。このサンプル、つまりスライスは上記デバイスでロード可能です。

Redrum:

この項目は Redrum にサウンドファイルを読み込む際に使用されます。実際の操作は以下の手順で行います：

1. "SELECT" ボタンをクリックして、サウンドファイルを読み込むドラムチャンネルを指定します。
2. " サンプルを選択 ..." を選択します。

" サンプルブラウザ " ダイアログが表示されます。

3. 任意のサウンドファイルを選択し、"Open" ボタンをクリックします。

NN-XT:

このメニュー項目は１つ以上のサンプルを NN-XT のキーマップに追加します：

1. 必ず "Remote Editor" パネルを開きます（左下隅の小さな矢印をクリックします）。
折りたたまれている場合は NN-XT のパッチのブラウズのみが可能です。

2. サンプルブラウザを用いて一つ以上のサンプルを追加します
サンプルは別々のゾーンに配置され、同じキーレンジにマップされます。

D ゾーンが選択されている状態でサンプルをブラウズした場合、サンプルはそのゾーンにロードされ、既存のサンプルを置き換えま
す。
１つのサンプルをロードする場合のみ、このようにサンプルを置き換えられます。

サンプルを削除
Redrum:

D Redrumドラムマシンからサンプルを削除するには、ドラムサウンドのチャンネルを選択して"編集"メニューから"サンプルを削除"
を選択します。
サンプルはドラムサウンドチャンネルおよびメモリから削除されます。

NN-XT:

D NN-XT サンプラーのメモリからサンプルを削除するには、サンプルが属しているキーゾーンを選択して、それから "編集 "メニュー
から "サンプルを削除 "を選択します。
サンプルがキーゾーンから削除され、サンプルメモリが解放されます。ただしゾーンは引き続き残ります。ゾーンを削除するには、
" ゾーンを削除 " を選択する必要があります。

サンプルを再読み込み
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで利用します。こちらを選択すると、サンプルパラメーター（ルートキー、ループ設定等）を
用いたロード済みサンプルに対する全ての変更は直ちに無効となり、設定は元に戻ってしまいます。
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ゾーンを追加
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。キーマップに空のゾーンを加える場合に使用します。空のゾーンはサンプル
を含むゾーンと同じ方法でサイズ変更、移動、編集が可能です。

空のゾーンには "* * No Sample* *" という文字が表示されます。空のゾーンを追加した後でここにサンプルをアサインすることができ
ます。

ゾーンをコピー
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。１つまたは複数の選択したゾーンとその設定全てをコピーします。設定はコ
ピーしたゾーンに属するサンプルの参照情報を含み、クリップボードバッファー内に格納されます。この後コピーしたゾーンの複製と
なる新規ゾーンを作成するためにこの後 " ゾーンをペースト（貼り付け） " を選びます。

ゾーンをペースト
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。複数の選択したゾーンに対して " ゾーンをコピー " コマンドを使用した場合、
" ゾーンをペースト（貼り付け）" コマンドを使用することでコピーしたゾーンの正確な複製が作成できます。貼り付けられたゾーン
はその後キーマップの現在マッピング済みゾーンの下に加えられます。

ゾーンを複製
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。サンプルを含む、含まないに関係なく既にマッピング済みのゾーンを複製し
ます。

1. コピーしたいゾーンを選択してください。
2. " ゾーンを複製 "を選択してください。

選択されたゾーンはコピーされ、キーマップディスプレイ上に自動的に挿入されます。

複製されたゾーンはコピー元のゾーンと同じサンプルの参照情報、キーレンジ、パラメーター設定を含みます。

ゾーンを削除
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。このオプションを選び、選択したゾーンとゾーンが含む全てのサンプルを削
除します。

すべてのゾーンを選択
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。このオプションは自動的にキーマップ内の全てのゾーンを選択します。

選択されたゾーンにパラメーターをコピー
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。あるゾーンから他の複数のゾーンにパラメーター設定を簡単にコピーします。
以下の手順に従ってください：

1. この作業を行いたい全てのゾーンを選びます。
つまりコピーしたい設定を持つゾーンとその設定をコピーするゾーンを選びます。

2. コピーしたい設定を含むゾーンをクリックしてエディットフォーカスしていることを確認してください。
太い枠線がフォーカスを示します。

3. " 選択されたゾーンにパラメーターをコピー "を選択してください。
全ての選択したゾーンが完全に同じパラメーター設定になります。

! シンセパラメーター（LFO、エンベロープなど）にだけ有効である点にご注意ください。サンプルパラメーター（ルートキー、ベ
ロシティーレンジなど）はコピーされません。
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ゾーンをノートでソート
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。キーレンジに基づき降順に並んだ Group（グループ）内の選択されたゾーン
をこのオプションは自動でソートします。このオプションを実行すると、選択されたゾーンは最もキーレンジの低いものから順にディ
スプレイの上から下に向かってソートされます。２つ以上のサンプルが同じキーレンジにある場合、代わりにベロシティーレンジで
ソートされます。

ゾーンをベロシティーでソート
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。このオプションは、選択されたゾーンをベロシティー値の高低の降順に自動
的にソートします。

このオプションを実行すると、選択されたゾーンは最も高い "Lo Vel" 値から順にディスプレイの上から下に向かってソートされます。

２つ以上のサンプルが同じベロシティーレンジにある場合、代わりにキーレンジでソートされます。

選択されたゾーンをグループ化
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。選択されたゾーンをグループ化します。

ゾーングループには次の２つの利点があります：

D 同じ属性の多数のサンプルを素早く選択できるようにする。
例えば、ピアノとストリングスのレイヤーサウンドを作った場合には、全てのストリングスサンプルを１つのグループに、全ての
ピアノサンプルを１つのグループにすることができます。すると、全てのピアノサンプルを素早く選択してそれらの調整を１つの
パラメーター調節で行うことができます。

D セッティングを共有する必要があるゾーンをグループ化します。
例えば、あるグループをレガートかつモノフォニックモードに設定し、ポルタメントをかけてノート間をスライド演奏したい場合
等に効果的です。

手順は以下の通りです：

1. 同じグループにしたいゾーンを選択します。
グループ化のためにはゾーンが連続して順番に並んでいる必要はありません。これらのサンプルコラム内における元の位置に関わ
らず、全て連続するように並び変えられます。

2. " 選択されたゾーンをグループ化 "を選択します。
ゾーンがグループ化されます。

常に最低１つのグループが存在することに注意してください。これは、ゾーンは作成された初期状態で同じグループにグループ化され
ているからです。

ピッチを検出してルート音を設定
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。全ての楽器音は固有のピッチを持っています。このような音のサンプルを演
奏するときには、演奏する鍵盤がピッチと一致している必要があります。例えば、"C3" の鍵盤で演奏したピアノを録音したとします。
これを NN-XT のキーマップにマッピングするときには、"C3" の鍵盤を押したときにサンプルが元のピッチで再生されるように設定す
る必要があります。これはルートノートを調節して行います。

NN-XT はルートノートの設定を助ける「ピッチ検出」機能を装備しています。これは例えば、自分で録音しておらず元のピッチに関す
る情報のないサンプルをロードする場合に便利です。

手順は以下の通りです：

1. ピッチ検出をかけたいゾーンを全て選択します。
2. " ピッチを検出してルート音を設定 "を選択します。

選択された全てのサンプルが分析され、検出されたルートキーが自動的に設定されます。

! この機能が正確に動作するためには、サンプルは少しでも認識できるピッチを持っている必要があります。例えば、スピーチやス
ネアドラムのサンプルは、おそらく認識できるピッチを持っていません。
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ゾーンを自動的にマッピング
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。オートマップ機能はキーマップ作成の素早い手段として、もしくはより細か
く調節するための良いスタート地点として使用することができます。

オートマップは、ユーザがひとまとまりの楽器（例えば、ピッチの異なる多くのピアノのサンプル）のためのキーマップを作成してい
るという仮定のもとに動作します。

1. 自動的にマッピングしたいサンプルをロードします。
ここで三つの選択肢があります：

D ファイルに含まれるルートノート情報が既に正しく設定されているものとします。

D 全てのサンプルのルートノート（及びチューニング）を手動で調節します。

D " ピッチを検出してルート音を設定 "を使用してルートノートを自動で設定します。

2. 自動的にマッピングしたいゾーンを全て選択します。
3. " ゾーンを自動的にマッピング "を選択します
選択された全てのゾーンは以下の方法で自動的に配置されます：

D ゾーンはルートキーに従ってディスプレイ上に低いキーから順に上から下へソートされます。

D ゾーンはルートキーに従ってキーレンジを割り当てられます。
キーレンジは、二つのゾーンの境目が両ゾーンのルートノートのちょうど中間になるように設定されます。二つのゾーンのルート
ノートが同じ場合は、これらには同じキーレンジが割り当てられます。

ゾーンを半音階で自動的にマッピング
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用します。選択されているゾーンを半音階（半音ごとに１ゾーン）で、C2 から上へマッピ
ングします。この機能は無音程の音素材（ドラムやパーカッションサンプルなど）で１キー毎に１音欲しい場合などに便利です。どの
キーにマッピングされるかはゾーンの順番によって決まるため、この項目を実行する前にゾーンの順番を指定すると良いでしょう。

ベロシティーでクロスフェードを作成
このメニュー項目は NN-XT サンプラーで使用されます。重なり合うゾーン間をスムーズに切り替えるためのベロシティークロス
フェードを設定するために使用します。クロスフェードを設定するためには、重なり合うゾーンのフェードアウトとフェードインの値
を調節します。

例：

D 二つのゾーンは共にフルベロシティーレンジ（1-127）で演奏されるように設定されています。

D ゾーン 1のフェードアウトの値は 40です。
これは、このゾーンはベロシティーが 40 以下のとき最大音量で演奏され、これより大きいベロシティーでは徐々にフェードアウト
していくことを意味します。

D ゾーン 2のフェードインの値は 80です。
これは、演奏するベロシティーが 80 まで上がっていくにつれてこのゾーンが徐々にフェードインしてくる効果があります。80 以
上のベロシティーでは最大音量で演奏されます。

手作業で設定する代わりに、NN-XT が自動的に設定してくれる手順を記します。

1. ベロシティーレンジが重なり合うようにゾーンを設定します。
2. ゾーンを選択します。

ゾーンは重なり合う一組だけではなく好きなだけ選択することができます。

3. " ベロシティーでクロスフェードを作成 "を選択します。
NN-XT が重なり合うゾーンを分析して、これらのゾーンに適切と思われるフェードイン / アウトの値を自動的に設定します。
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以下の重要な点にご注意ください：

D 両ゾーンがフルベロシティーレンジを持っている場合にはこの操作は機能しません。
少なくとも一つのゾーンは部分的なベロシティーレンジ（「ゾーン間のクロスフェードについて」をご参照ください）を持っている
必要があります。

D ゾーンが完全に重なり合っている場合にはこの操作は機能しません。

ループをトラックにコピー
このメニュー項目は Dr. Octo Rex ループプレーヤーデバイスで使用します。REX ループを他のシーケンサーやパターンデータと同時に
再生開始させるには、ループのスライスをシーケンサーノートに「変換」します：

1. Dr. Octo Rex デバイスのシーケンサートラックを選択します。
2. REX ノートで埋める範囲を左右ロケーターで設定します。

混乱を避けるためにも選択範囲に既にノートがないことを確認すると良いでしょう。

3. Dr. Octo Rex のループスロットをどれか選択します。
4. " 編集 " メニューから "ループをトラックにコピー "を選択します。

各スライスはノートに変換され、スライスのタイミングに基づいた位置に追加されます。ノートは C1 から半音ステップでマッピン
グされます（スライス１は C1、スライス２は C#1、等）。ロケーターの間のエリアがループより長い場合、ループノートは繰り返
され選択範囲を埋めます。

これでシーケンサーの REX またはキーエディットレーンでノートデータを再配置、オーバーダブ、編集できます。

パターンをトラックにコピー
このメニュー項目は Redrum ドラムマシンと Matrix パターンシーケンサーで使用します。選択されているパターンをシーケンサート
ラックのノートに変換します。次のように操作します：

1. シーケンサートラックを選択します。
Redrum を使用している場合は Redrum デバイスのトラックを、Matrix の場合は通常 Matrix のターゲットデバイス（Matrix が接続
されているインストゥルメントデバイス）のトラックを選択します。Matrix 自体は音を出せないので、Matrix トラックにノートを
入れても意味がありません。

2. 左右ロケーターで範囲 / 長さを指定します。
選択範囲がパターンより長い場合、データ選択範囲を埋めるように繰り返されます。

3. パターンデバイスを選択してフォーカスします。
4. " 編集 " メニューから "パターンをトラックにコピー "を選択します。

左右ロケーターの間に、選択されているパターンのノートが生成されます。

! Matrix パターンをコピーする際、ゲートとキー値のみが含まれます。

D Redrumパターンをコピーした場合、再生を開始する前に "Enable Pattern Section（ソング再生時にパターンも再生する） " をオフに
すると良いでしょう。
オンのままだとメインシーケンサーとパターンシーケンサーが同時にドラムサウンドを鳴らします。

D Matrix パターンをコピーした場合、Matrix の接続を解除（もしくはデバイスを削除）してシーケンサーとMatrix ノートが同時に再
生しないようにすると良いでしょう。

D パターンデバイスにパターンチェンジオートメーションがある場合、"パターントラックをノートに変換 "メニュー項目を用いて全
てのパターンを一度にノートに変換できます（「パターントラックをノートに変換」参照）。

パターンを左 / 右にシフト
これらメニュー項目は Redrum と Matrix で使用します。

この機能はパターンのノートを左右に１ステップ移動します。
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選択音色のみ左 / 右にシフト
これらメニュー項目は Redrum で使用します。

この機能は選択されているインストゥルメントのノートを左右に１ステップ移動します。

パターンを上 / 下にシフト
これらのメニュー項目は Matrix で使用します。

この機能はパターンのノートを上下に１半音トランスポーズします。

! この機能はカーブ CVには影響しません。

パターンをランダム生成
このメニュー項目は Redrum と Matrix で使用します。

この機能はランダムなパターンを生成します。生成したパターンは新しいアイデアを得るきっかけとして便利です。

! Matrix ではゲート、ノート、カーブ CV全てランダム化されます。

選択音色のみランダム生成
Redrum ドラムマシンで選択されているドラムサウンドチャンネルにランダムなパターンを生成します。

パターン内をランダムに入替
このメニュー項目は Redrum と Matrix とで使用します。

この機能は既存のパターンを変更します。この機能を使用するにはパターン内に何かないといけません - 空のパターンにこの機能を使
用しても何も起こりません。

! Matrix ではゲート、ノート、カーブ CV全てランダム化されます。

選択音色のみをランダムに入替
選択されているドラムサウンドのパターンを変更します。この機能を使用するにはパターン内に何かないといけません - 空のパターン
にこの機能を使用しても何も起こりません。

... のトラックを作成 /... のトラックを削除

ラックデバイスには１つのシーケンサートラックを作成できます（シーケンサーがない場合もあります）。インストゥルメントデバイ
スを作成するとデフォルトでシーケンサートラックも作成されます。エフェクトやミキサーデバイス等の作成時にはシーケンサート
ラックは作成されません。

D シーケンサートラックを持たないデバイスを選択した場合、このメニュー項目は "[ デバイス名 ]のトラックを作成 "となります。
項目を選択するとデバイスのための空のシーケンサートラックが作成されます。

D シーケンサートラックが既にあるデバイスを選択した場合、このメニュー項目は "[ デバイス名 ]のトラックを削除 "となります。
シーケンサートラックとトラックの内容は全て削除されますが、デバイスは保持されます。

．．．のトラックへ移動
D ラックでデバイスを選択してから ”[ デバイス名 ]のトラックへ移動 ”を選ぶと、このデバイスのシーケンサートラックが表示されま
す。

ロケーター間の小節をインサート
! この項目は、シーケンサーがエディットフォーカスされている場合のみ表示されます。

この機能はメインシーケンサーのロケーター間に、空のエリアを挿入します。レフトロケーターより後のイベントは新規挿入エリア分
だけ全て右に「押し出され」ます。詳しくは「小節の挿入」をご参照ください。
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ロケーター間の小節を削除
! この項目は、シーケンサーがエディットフォーカスされている場合のみ表示されます。

この機能はメインシーケンサーのロケーター間の全てを取り除きます。ライトロケーターより後のイベントは、削除された部分を埋め
るよう、レフトロケーター位置から再配置されます。 詳しくは「小節の削除」をご参照ください。

クリップを新規サンプルへバウンス（オーディオクリップ）
オーディオクリップを新しいソングサンプルへバウンスできます。バウンス後にはサンプル編集ウィンドウで編集し、サンプラーデバ
イスにロードして再生できます。「クリップを新規サンプルへバウンス」参照。

クリップをディスクへバウンス（オーディオクリップ）
この機能は選択したオーディオクリップを WAV または AIFF ファイルとしてディスクへ書き出します（「オーディオクリップのバウン
ス」参照）。

クリップを新しいレコーディングへバウンス（オーディオクリップ）
この機能は選択したオーディオクリップを追加コンプ列へ書き出します（「クリップを新規レコーディングへバウンス」参照）。

ストレッチ オン / オフ（オーディオクリップ）
この機能は選択したオーディオクリップがソングのテンポチェンジに追従するか設定します。オフの場合、オーディオクリップはソン
グテンポに追従しません。オンの場合、オーディオクリップはストレッチすることでシーケンサーのソングテンポに従います（「テン
ポチェンジとオーディオトラックのテンポオートメーションについて」）。

未使用のレコーディングの削除（オーディオクリップ）
この機能は選択したクリップ内、またはソング内で使用されていないレコーディングをすべて削除します。この機能を使うことでソン
グのファイルサイズを減らすことが可能です（「未使用のレコーディングの 削除」）。

Clip Safe クリップを修復（オーディオクリップ）
この機能は Propellerhead Balance の Clip Safe 機能を使用したオーディオクリップを修復します（「Propellerhead Balance の Clip Safe
機能を使った録音」参照）。

! 注：この機能は Propellerhead Balance オーディオインターフェースで録音したオーディオでのみ使用できます。

Clip Safe オーディオを削除（オーディオクリップ）
この機能は選択したオーディオクリップから Clip Safe 信号を削除します。クリップは通常クリップに戻り、波形クリッピング表示と
修復ボタンがなくなります（「Propellerhead Balance の Clip Safe 機能を使った録音」参照）。

! 注：この機能は Propellerhead Balance オーディオインターフェースで録音したオーディオでのみ使用できます。

クリップをノーマライズ（オーディオクリップ）
この機能は選択したオーディオクリップのオーディオの最も大きなピークが０ ｄB になるように、クリップのオーディオレベルを上げ
ます（「クリップのノーマライズ」参照）。

クリップをリバース（オーディオクリップ）
この機能は選択したオーディオクリップの前後を入れ替えます - 終点から始点へ逆再生します（「クリップのリバース（逆再生）」参
照）。
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パターントラックをノートに変換
Redrum や Matrix トラックにパターンチェンジをレコーディングしてある場合、次のようにトラック全体をノートに変換できます：

1. パターンチェンジを含むトラックを選択します。
2. " 編集 " メニューまたはトラックのコンテクストメニューから "パターントラックをノートに変換 "を選択します。

各パターンクリップのパターンはノートクリップに変換されます。この際、" パターンをトラックにコピー " と同じ法則が適用され
ます。パターンデバイスのトラックの再生は、パターンチェンジを使っての再生と全く同じになります。

D 操作後にパターン選択レーンはオフになります。
"Enable Pattern Section（ソング再生時にパターンも再生する） "（Redrum）または "Pattern（パターンの有効化） " スイッチ

（Matrix）は自動的にオフになります。

D Matrix での操作の場合、新しいノートクリップをインストゥルメントデバイスのトラックに移す必要があります（通常はMatrix が
接続されているデバイス）。
これは Matrix 自体は音を発せないからです。

グルーヴをノートに反映

この機能はトラックリストがフォーカスされており、選択されているトラックの１つ以上のノートレーンに ReGroove Mixer チャンネ
ルがアサインされている場合に使用できます。

全てのノート（選択されているトラックの全ノートレーンのノート）をグルーヴ適用位置に移動してから、ノートレーンのグルーヴ設
定を "No Channel" にリセットします。つまりグルーヴが最終的に適用されます - トラックは以前と全く同じように再生されますが、
グルーヴがかかったノートを視覚的に確認し、編集できるようになります。

パラメーターのオートメーション ...

パラメーターオートメーションダイアログでは選択されているシーケンサートラックのオートメーションレーンを追加、削除できま
す。

D 左のチェックボックスでレーンの表示 /非表示を設定します。
レーンを追加するには任意のチェックボックスを有効にします。

D " 記録済 "コラムはレーンにオートメーションデータ（クリップ）があるか示します。
オートメーションされたパラメーターのチェックボックスを無効にすると、オートメーションデータは削除されます。これはごみ
箱付きのオートメーションシンボルで示されます。
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D " 主要な物のみを表示 "チェックボックスが有効の際、一般的に使用されるオートメーションパラメーターのみがリストに表示され
ます。
全てのパラメーターを表示するには、このチェックボックスを無効にします。

新規のノートレーン
選択されているトラックにノートレーンを新規追加します。トラックリスト上部の " ＋レーン " ボタンと同じ動作です。

トラック内のノートレーンを統合
選択されているトラックに複数のノートレーンがある場合、このメニュー項目で全レーンの全ノートクリップを１つのレーンに統合し
ます。

D 同じパフォーマンスコントローラー（例：モジュレーションホイール）が同じポジションで複数のクリップにある場合、一番上の
レーンのコントローラーデータのみが保持されます。
再生でも同じ法則が適用されます - 一番上のレーンのパフォーマンスコントローラーデータが優先されます。

クリップからグルーヴを抽出（クリップから抽出）
１つのノートクリップが選択されている必要があります。この機能はクリップのノートを分析し、グルーヴを抽出します。抽出したグ
ルーヴは他のノートレーンに適用できるほか、パッチとして保存可能です。

1. リズムノート「パターン」を作成 / レコーディングします。
例えば、ドラムパターンをレコーディングしたり、または REX ループのスライスを使用できます。

q 一般的な音楽スタイルで使えるを抽出するには、ノートクリップの尺が小節単位であるほうが良いでしょう（１、２、４、８小節
など推奨）。

2. トランスポートパネルから ReGroove Mixer を開き、編集のためにチャンネルを選択します（"Edit" ボタンをクリックすると、ツー
ルウインドウの "グルーヴ設定 "セクションが表示され、"クリップからの抽出 "が可能になります）。
これから抽出するカスタムグルーヴはここに入ります - 既存を置き換えたくない場合は未使用チャンネルを選択します。

3. ノートクリップを選択した状態で "編集 "メニューまたはシーケンサーコンテクストメニューから "クリップからグルーヴを抽出 "
を選択します。
グルーヴは ReGroove Mixer チャンネルに "User" としてアサインされます。他のノートレーンでこの ReGroove Mixer チャンネルを
選択することにより、音楽にカスタムを適用できます。

4. ツールウインドウの "グルーヴ " タブを選択します。
ここでノートタイミング、ベロシティー、長さへのグルーヴの適用量を調整できます。また（このウインドウ内のスライダー設定
を含む）を "ReGroove" パッチとして保存できます。

詳しくは「ReGroove Mixer」をご参照ください。

クリップを統合
同じレーンで複数のクリップを選択する必要があります。選択されているクリップを結合します。

! クリップ内で隠れているイベントがある場合、これらは削除されます。またクリップが重複している部分で隠れているイベントも
削除されます（「クリップを統合」参照）。

･ 統合したオーディオクリップにマスクされたレコーディングが含まれている場合、これらは削除されず、新しいコンプ列に移動、
マスクされます（「オーディオクリップの統合について」参照）。

クリップをミュート / クリップのミュートを解除
１つ以上のミュートされていないクリップが選択されている場合、このメニュー項目は " クリップをミュート " になります。ミュート
されたクリップ（無色、淡色の枠で表示）は再生されませんが、通常通りの編集 / 配置が可能です。

ミュートされたクリップのみが選択されている場合、メニュー項目は " ミュートを解除 " になります。クリップのミュートオン / オフ
のキーボードショートカットは [M] です。



メニュー / ダイアログレファレンス688

クリップ外のイベントを削除
ノートやオートメーションポイントはクリップの始点より前、または終点より後に位置することが可能です。例えば、レコーディング
後にクリップの長さを調整した際などにこのようなことが起こります。クリップの外に位置するノートは再生されませんが、クリップ
を開けば見ることも、編集も可能です。

このメニュー項目を選択すると、このような外側に位置するイベントは選択されているクリップから取り除かれます。トラックが
フォーカスされている場合、この機能は選択されているトラックの全クリップに適用されます。 詳しくは「マスクされたレコーディン
グやイベントについて」をご参照ください。

クリップにラベルを追加 / クリップからラベルを削除
選択しているクリップにラベル（名前）を付けられます。

D 名前が付いているクリップ（とそのレーン）はラベルの分だけ高く表示されます。

D １つのクリップを選択した状態で"クリップにラベルを追加"を選択した場合、"名称未設定"というラベルが追加され、ラベルを編集
するためのテキストボックスが開きます。
複数のクリップが選択されている場合、これら全てのクリップに " 名称未設定 " というラベルが追加されます。クリップの名前を編
集するにはラベルをそれぞれダブルクリックします。

D 選択されているクリップ全てに既にラベルがある場合、メニュー項目は "クリップからラベルを削除 "になります。

詳しくは「クリップに名前を付ける」をご参照ください。

クリップカラー
選択されているクリップの色を選択できます。詳しくは「クリップに色を付ける」をご参照ください。

トラックカラー
選択されているトラックの色を選択できます。選択した色はトラックリストに表示され、そのトラックの新規クリップにも適用されま
す。既にトラックにあるクリップは既存の色を保ちます - 既存クリップの色を変えるには "Clip Color" を使用します。

q " オプション "メニューの "オートカラー（新規シーケンサートラック） " が有効の場合、トラックの作成時に色が自動的にアサインさ
れます。

「トラックカラー」をご参照ください。

クリップ内の無効なデータを修復
オートメーションクリップが異なる値レンジのパラメーターレーンに移動された場合（異なるデバイスタイプにクロスブラウズした時
などに起こりえます）、クリップは異質と見なされ再生されません。

データによってはクリップを選択し、" クリップ内の無効なデータを修復 " を選択することで修復が可能です。この操作でクリップの
オートメーションデータは現在のレーンのレンジに合わせて再計算され修復します。

! データの修復ができない場合、警告が表示されます。

詳しくは「無効なクリップについて」をご参照ください。

ノートをクオンタイズ
Reason Essentials ではクオンタイズ機能を次のように使用します：

1. クオンタイズしたいノートを選択します。
開いているノートクリップのノート、または１つ以上の閉じているノートクリップ（クリップ内の全ノートがクオンタイズの対象
となります）を選択できます。１つ以上のトラックを選択すると、これらトラックの全ノートレーンの全クリップ内の全ノートが
クオンタイズされます。

2. ツールウインドウを開き、シーケンサーツールタブを選択します。
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3. クオンタイズ値を設定します（"クオンタイズ "セクションの "バリュー " ポップアップ）。
これでクオンタイズ操作によってどのノート値にノートが移動されるか指定されます。例えば、"1/16" を選択した場合、全ての
ノートは最寄りの 16 分音符位置に再配置（または近づく）されます。

4. " 反映量 "ポップアップメニューで値を選択します。
各ノートがどれだけ移動されるのかを％で指定します。100% を選択した場合、ノートは最寄りのクオンタイズ位置に移動されま
す；50% を選択した場合、ノートは半分の距離を移動されます。

5. 好みに応じて "ランダム " 値を設定し、クオンタイズの正確性を落とすことができます
ランダム値はティック単位で設定します。10 に設定した場合、クオンタイズされたノートはクオンタイズ値のグリッドから +/- 10
ティックの範囲に分布されます。

6. " 設定 " ボタンをクリック、または "編集 "メニューから "ノートをクオンタイズ "を選択、もしくは [Command] / [Ctrl] - [K] を押
します。
ノートはクオンタイズされます。

キーボードコントロールマップを編集 ...
このメニューコマンドは " オプション " メニューの " キーボードコントロール編集モード " がアクティブな場合に有効です。選択する
とダイアログが開き、選択されたパラメーターにキーボードコントロールをアサインすることができます。詳しくは「キーボードコン
トロールの編集」をご参照ください。

キーボードコントロールマップを消去
このメニューコマンドは " オプション " メニューの " キーボードコントロール編集モード " がアクティブな場合に有効です。選択され
たパラメーターのキーボードコントロールマッピングを削除します。詳しくは 「キーボードコントロールの編集」 をご参照ください。

デバイス内の全キーボードコントロールマップを消去
このメニューコマンドは " オプション " メニューの " キーボードコントロール編集モード " がアクティブな場合に有効です。選択され
たデバイスのキーボードコントロールマッピングを全て削除します。詳しくは 「キーボードコントロールの編集」 をご参照ください。

リモートオーバーライドマップを編集 ...
このメニューコマンドは " オプション " メニューの " リモートオーバーライド編集モード " がアクティブな場合に有効です。選択する
とダイアログが開き、選択されたパラメーターにリモートオーバーライドマッピングをアサインすることができます（「リモートオー
バーライドマッピング」参照）。

リモートオーバーライドマップを消去
このメニューコマンドは " オプション " メニューの " リモートオーバーライド編集モード " がアクティブな場合に有効です。選択され
たパラメーターのリモートオーバーライドマッピングを削除します（「リモートオーバーライドマッピング」参照）。

デバイス内の全リモートオーバーライドマップを消去
このメニューコマンドは " オプション " メニューの " リモートオーバーライド編集モード " がアクティブな場合に有効です。選択され
たデバイスのリモートオーバーライドマッピングを全て削除します（「リモートオーバーライドマッピング」参照）。

リモートオーバーライドマップをコピー / ペースト（貼り付け）
このメニューコマンドは " オプション " メニューの " リモートオーバーライド編集モード " がアクティブな場合に有効です。選択され
たデバイスのリモートオーバーライドマッピングをコピーして、同じタイプのデバイスへペーストすることができます。

ペーストをするデバイスがコピーをしたデバイスと同じソングにある場合、この操作は既存のオーバーライドマッピングを上書きしま
す（「リモートオーバーライドマッピング」参照）。
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環境設定 - " 一般設定 " ページ

マウス - ノブ操作時の感度
マウスでパラメーターを操作する際のレゾリューションを設定します。高いレゾリューションを設定すれば、より細かい設定が可能で
す。" 通常 "、" 細かく "、" 精密 " の 3 種類のプリセットから選択することができます。

オートメーション描画の精度
オートメーションをレコーディングまたは描いた際、オートメーションポイントの数を減らします。オートメーションをレコーディン
グまたは描いた際にオートメーションポイントが多すぎる / 少なすぎる場合はこの設定を調整します。

･ またツールウインドウ（シーケンサーツールタブ）から手動調整も可能です（「“ツールウィンドウの "オートメーションのクリア
"機能」参照）。
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編集時にノートをトリガー
この項目が選択されている場合、ノートを選択ツールで上下に移動するとノートはトリガーされ、発声します。ノートが正しい音程
か、耳で確認できるため便利です。

ケーブル表示設定
" オプション " メニューの " ケーブルを簡素表示 " が有効なときのラック裏のケーブル表示は次から選べます：

D 選択されているデバイスのケーブルのみを表示するには "選択されたデバイスのケーブルのみ表示 "を選択します。
他の（選択されていない）デバイスのケーブルは「透明」になり、選択されているデバイスのケーブルを識別しやすくなります。

D 手動でルーティングされたケーブルのみを表示するには "オートルーティングされたケーブルを非表示 "を選択します。
オートルーティングされたケーブルは「透明」になり、手動でルーティングされたケーブルを識別しやすくなります。

D すべてのケーブルを非表示にするには "すべてのケーブルを非表示 "を選択します。
接続されている端子は色分けされたドットで示され、ケーブルは表示されません。

詳しくは「ケーブルの表示」をご参照ください。

ケーブルのアニメーション
ラックをバックパネルに裏返した瞬間、またルーティングする際にパッチケーブルは本物のように揺れますが、その動きをオフにする
ことができます。チェックを外しておけば、パッチケーブルが揺れることはありません。

カーソルを重ねた際の名称表示 Tool Tip
通常、デバイスのパラメーター上にマウスカーソルを動かすと、パラメーター名と設定値が表示され、これをツールティップと呼びま
す。このオプションのチェックを外しておけば、ツールティップが表示されることはありません。

オートメーション個所をハイライト
デバイスのパラメーターを " シーケンサー " でオートメーションする際、パネル上ではオートメーションされるパラメーターは正方形
のフレームで囲まれます。このオプションのチェックを外しておけば、この表示をオフにすることができます。

デフォルトソング
" ファイル " メニューから " 新規 " を選択した際に、毎回「テンプレート」として開くソングドキュメントを指定することができます。
デフォルトソングは既存のオリジナルソング、またはファクトリーのテンプレートソングから選択できます。デフォルトソングの選択
については「新規ソングのカスタマイズ」をご参照ください。

起動時に最後に開いたソングを開く
Reason Essentials を起動した際に最後に開いていたソングを自動的に開くように設定できます。

D 次回 Reason Essentials を起動したときに、最後に保存したソングを開くにはチェックボックスにチェックを入れます。

CPU 使用率の上限
Reason Essentials は非常に強力なオーディオソフトウェアである一方、最小限の CPU パワーで高音質を実現するように設計されてい
ます。しかしながらソングで使うデバイスやオーディオ処理機能が多くなるほど、多くの CPU パワーを消費します。

更に、コンピューターのリソースをオーディオの作成に使用するほど、ユーザインターフェースが利用しにくくなり、結果としてグラ
フィックスや全体の反応に関する動作が遅くなります。

Reason Essentials が快適に使用できるように設定してください、これはソングが再生中であっても設定できます。
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デバイス作成時にデフォルトパッチ
をロード

この項目が有効の場合、パッチを使用するデバイスを新規作成すると、デフォルトパッチがロードされます。これにより新しいデバイ
スからすぐに音を出せます。また、デフォルトサウンドはブラウズの際の Factory Sound Bank 内のデフォルト位置も設定します。

オフの場合、新規デバイスは初期化されます - パラメーターは全てデフォルト値にリセットされ、サンプルデバイスの場合はサンプル
がロードされていない状態となります。

! 注：「サウンド」とは、RV7000、Line 6 アンプや Scream 4 などのエフェクトデバイスのパッチも含みます。

マルチコアオーディオレンダリングを使用
デュアルコア、４コア、８コアなどのマルチコアプロセッサをご使用の場合、Reason Essentials はこれを最大限活かすことができま
す。同じように複数のシングルコアやマルチコアプロセッサを搭載している場合も、最高のパフォーマンスを引き出すことができま
す。コンピューターがマルチコアプロセッサやマルチプロセッサを搭載している場合、マルチコアオーディオレンダリングを使用はデ
フォルトで有効になります。

Reason Essentials のオーディオ処理に関する情報は「オーディオの基本」をご参照ください。

ディスクから読み込んだサンプルはソングに格納 
この項目が有効の場合、ディスクから読み込んだすべてのサンプルは、他のソングデータと共に自動的にソングファイルに格納、保存
されます。
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環境設定 - " オーディオ "ページ

マスターチューン
これは Reason Essentials 全体のチューニングを調節します。標準のチューニングは 440 Hz の " 中央の A" です。チューニングは ±100 
cent の範囲で調節可能です。マスターチューン設定は Reason Essentials 内のすべてのサウンドソースのチューニングに反映されます。
これにはオーディオトラックのチューナー機能も含まれます。また Redrum や Dr. Octo Rex ループプレーヤーのチューニングにも影響
します。

! 注：マスターチューン設定はオーディオトラックのオーディオの音程には影響しません。

オーディオデバイス - Windows
システム内の使用可能なすべてのサウンドデバイスのドライバーをリストし、Reason Essentials が使用するものを選択します。また、
プラットフォームとオーディオハードウエアに依ってオプションを選択します。
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･ ASIO 対応のサウンドデバイスを使用している場合は、そのオーディオドライバーを選択します。
ASIO ドライバーを使用した場合はサウンドデバイスの各種設定を行うことができ、レイテンシーを低く抑えたり、24 ビット /32
ビット浮動小数点処理された 96kHz サンプリング周波数に対応できたりします。また、使用するサウンドデバイスによってはマル
チ出力にも対応します。

･ オーディオハードウェアに特定の ASIO ドライバーがない場合は汎用ASIO ドライバーを選択できます。

! 注：Windows システムでオーディオの入力と出力を両方使用するには ASIO ドライバーの使用が必須です。Direct X と MMEドラ
イバーはオーディオ出力にのみ対応しています。

オーディオデバイス - Mac OS X
このメニューにはご使用のシステムで利用可能な全てのオーディオデバイスのドライバーがリストアップされ、Reason Essentials で使
用するものを選択できます。利用可能なオプションはオーディオハードウェアによります：

･ オーディオハードウェアに特定の Core Audio ドライバーがある場合は、これを選択します。
特定のオーディオハードウェアのために作られた Core Audio ドライバーを使用することにより、低レイテンシー（下記参照）、高
サンプルレート（最高 192kHz ＠ 24 ビット /32 ビット浮動小数点）、そしてマルチアウトなどの追加機能などが得られます。

サンプルレート
Reason Essentials は内部処理をすべて 32 ビット浮動小数点演算で行い、メインミキサーのマスターセクションのミックスバスでは 64
ビットサミングを用いています。ただしオーディオの入出力の解像度はハードウェアインターフェースが決定します。つまり 24 ビッ
トのオーディオカードを使用すれば Reason Essentials は 24 ビットで、20 ビットのオーディオカードでは 20 ビットでオーディオを録
音再生します。

録音と再生で使用するサンプルレートは環境設定ダイアログのオーディオタブで設定できます。詳しくは「録音と再生のためのサンプ
ルレート設定」をご参照ください。

バッファサイズ
バッファサイズはオーディオの入出力レイテンシーを定めます。一般的にバッファサイズが小さいほどレイテンシーも低くなります。
しかしレイテンシーを低くするとオーディオに問題が生じやすくなります（クリック、ポップ、ドロップアウトなどのノイズが発生）。
このためバッファサイズは一番低い値ではなく、「最適」な値に設定するべきでしょう。 詳しくは「バッファサイズ設定」をご参照く
ださい。

入力と出力レイテンシー
入力レイテンシーとはマイクロフォンやインストゥルメントからオーディオが「発信」された時点から、Reason Essentials で受信され
るまでの遅れを指します。出力レイテンシーとは再生時に Reason Essentials が信号を「送信」してから、その音が耳に届くまでの遅
れを指します。オーディオシステムのレイテンシーはオーディオハードウェア、それを制御するドライバー、そして設定によって変化
します。

ドライバーを選択すると自動的にオーディオカードからレイテンシーの値が報告され、環境設定の " オーディオ " ページに表示されま
す。オーディオハードウェアとドライバーによってはこの値を調整できます。レイテンシーが大きい場合は設定を調整する必要があり
ます：

･ Windows でご使用のオーディオハードウェア専用の ASIO ドライバーを使う場合、ハードウェアの設定は大抵 "コントロールパネ
ル "ボタンをクリックして行います。
これによりハードウェアの ASIO デバイスコントロールパネルが開き、ドライバーによってはレイテンシーを調整することが可能で
す。通常はオーディオバッファの数またはサイズを変えることで調整します - オーディオバッファが小さいほどレイテンシーも低く
なります。詳しくはオーディオハードウェアとその ASIO ドライバーに関するドキュメントをご参照ください。

ではなぜ単に一番低いレイテンシー値に設定しないのでしょうか？それはレイテンシーを低くすぎる値に設定すると、再生時に問題
（クリック、ポップ、ドロップアウト等）が発生することが多くなるからです。これにはいくつかの技術的な理由があります。主なも
のとしては小さいバッファ（低レイテンシー）では CPU への平均負荷が高くなることです。言い換えれば、再生する Reason 
Essentials ソングの CPU 負荷が高いほど（トラックとデバイス数が多い）、再生時の問題を回避するための最低レイテンシーも高くな
ります。

詳しくは「レイテンシーについて」をご参照ください。
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録音レイテンシー補正
外部ミキサーを使ってモニタリングしており、かつ環境設定の " オーディオ " ページの " モニタリング " セクションで " 外部 " を選択
している場合（「モニタリング」参照）、録音したオーディオがソングに対して早い、または遅れることがあります。これはオーディオ
カードが Reason Essentials に報告したレイテンシー値と実際のレイテンシーが一致していないことに起因する可能性があります。

このようにインストゥルメントトラックに対してオーディオレコーディングの再生が早い / 遅れている場合、" 録音レイテンシー補正 "
パラメーターでタイミングを調整できます。

詳しくは「録音レイテンシー補正」をご参照ください。

外部同期オフセット
この設定は Reason Essentials を外部 MIDI クロックに同期する場合のみに調整します。

Reason Essentials の再生音と同期マスターが時間軸上で完璧に合致していない場合は、Reason Essentials の再生タイミングを調整する
必要があります。双方のテンポは同一でも、Reason Essentials が他のアプリケーションより早く、または遅れて再生することがありま
す。この場合はタイミングを調整できます。ただし調整は一度で済みます。この設定は他の環境設定と保存されるため、再度調整する
必要はありません。

詳しくは「レイテンシーの調節」をご参照ください。

有効な入力と出力チャンネル
現在選択されているオーディオハードウェアで使用可能なオーディオ入出力チャンネルの数を表示します。ご使用のオーディオハード
ウェアにマルチ入出力が備わっており、さらにマルチ入出力に対応したドライバーを使っている場合は " チャンネル " ボタンが有効に
なります。このボタンをクリックすると使用可能な入出力をリストしたウィンドウが開きます。チェックボックスにチェックを入れる
ことで、有効にする入力と出力チャンネルを指定します。

有効な入出力は Reason Essentials Hardware Interface で黄色と緑色の LED で示されます（「Reason Essentials とオーディオハードウェ
アとのコミュニケーション」参照）。

クロックソース（ASIO のみ）
お使いのオーディオハードウェアで ASIO ドライバーをご利用の場合、"Clock Source" を選択できる場合があります。クロックソース
はどのオーディオ再生がクロックソースで指定したサンプルレートと同期するかを決めるために用います。サウンドデバイスをお持ち
でドライバーがクロックソースをサポートしている場合、外部ソースに同期することができます。

コントロールパネル
ASIO または Core Audio ドライバーを選択した場合、このボタンはご使用のオーディオハードウェアのコントロールパネルウィンドウ
を開きます。このウィンドウではバッファ設定、ルーティングオプション、同期設定などを設定できます。
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モニタリング
モニタリングセクションではオーディオトラックの入力信号のモニタリング方法を指定できます。

D 録音中と停止時に、録音が有効なすべてのオーディオトラックで入力信号を自動的にモニタリングするには "自動 "を選択します。
オーディオトラックの録音有効化はトラックリストのトラック録音有効ボタンで行います（「レコーディングの有効化」参照）。

! 注：環境設定の "キーボード＆コントローラー "の " マスターキーボード入力 "セクションで "スタンダード "が選択されている場
合（「マスターキーボード入力設定」参照）、オーディオトラックを選択すると自動的に録音有効になります - つまり " 自動 " モード
ではモニタリングも有効になります。

D モニタリングボタンをクリックしてオン / オフを手動で切り替える場合は "手動 " を選択します。

D オーディオインターフェース出力や外部ミキサーなどでモニタリングを行う場合（つまり Reason Essentials を介さないモニタリン
グ）は "外部 "を選択します。
このモードでは Reason Essentials でモニタリングできません。

バックグラウンド時も再生
このチェックボックスがオンのとき、他のソフトウェアをアクティブにした（前面に出した）場合でも、Reason Essentials はオーディ
オハードウェアを認識しつづけます。

･ オンにした場合のメリットは、他のソフトウェアをアクティブにしても Reason Essentials はソングの再生を続けるということで
す。

･ 逆にデメリットは、他のオーディオソフトウェアを使用した場合でも、そのソフトウェアからサウンドが出力されない場合があり
ます（これは使用するオーディオドライバーの種類に依存します）
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環境設定 - コントローラー

ここで MIDI デバイス（キーボード、コントロールサーフェス）の設定を行います。

D 中央の "登録済の機器 " リストには現在追加されているデバイスが表示されます。
リストのデバイスを選択して " 編集 " または " 削除 " ボタンをクリックすることにより、デバイス設定の変更や削除をすることがで
きます。

D " コントローラーを自動設定 "ボタンをクリックすると接続されたコントロールサーフェスを自動検出します。
自動検出のためにはデバイスが USB、または双方向 MIDI 接続されている必要があります。さらに全ての機種が自動検出に対応して
いるわけではありませんのでご注意ください。

D 登録済の機器リストにあるデバイスを Reason Essentials で使用しない場合は、"Reason Essentials で使用する " チェックボックスを
無効にします。

D " マスターキーボード解除 "ボタンでシーケンサーへのMIDI ノートインプットを無効化することができます。
マスターキーボードに指定された MIDI 入力機器は、特定の Reason Essentials デバイスにロックすることができません - シーケン
サーへの MIDI データ入力用となります。登録済の機器リストからマスターキーボードデバイスを選択し、このボタンをクリックす
れば特定 Reason Essentials デバイスにロックできるようになります。但し、その場合はこのデバイスでマスターキーボードとして
演奏することはできません。詳しくは、オペレーションマニュアルの「Remote」の章の「コントローラーをデバイスにロック ...」
をご参照ください。

コントローラー（コントロールサーフェスデバイス）の追加 
コントロールサーフェスデバイスを追加するにはダイアログの " 追加 " ボタンをクリックし、コントロールサーフェスダイアログを開
き、次のようにします：

1. " メーカー " ポップアップメニューから追加するコントロールサーフェスのメーカーを選択します。
メニュ－にメーカー名がない場合は下記を参照ください。
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2. " モデル " ポップアップメニューから追加するコントロールサーフェスの機種を選択します。
メニュ－に機種名がない場合は下記を参照ください。

3. 選択されたコントロールサーフェスの画像が表示され、機種によっては関連事項も表示されます - 関連事項は良く読んでください。
機種によっては Reason Essentials で使用するために特定のプリセットを選択する必要があります - それに関連する情報はここに表
示されます。

4. "MIDI 入力（Input、In Port） " ポップメニューからコントロールサーフェスが接続されたインプットポートを選択します。
インプットポートが定かでない場合、"Find" ボタンをクリックし、コントロールサーフェスのコントロールを触る、またはキー
ボードを演奏すると自動的に正しいインプットポートが選択されます。

･ コントロールサーフェスの機種によっては複数の "MIDI 入力（Input、In Port） " ポップメニューがあるものもあります。
この場合、全ての "MIDI 入力（Input、In Port） " ポップメニューにインプットポートをアサインする必要があります。

･ コントロールサーフェスの機種によっては "MIDI 出力（Output、Out Port） " メニューがあるものもあります。
これに " （Optional） " と表示されている場合に限りポートを選択する必要はありません。しかしその他の場合はアウトプットポー
トをアサインする必要があります。モーターフェーダー、ディスプレイなどの MIDI フィードバック機能が装備されているコント
ロールサーフェスを使用する場合などがそうです。

5. " 名前 " 欄にてコントロールサーフェスに好きな名称を付けることができます。
6. "OK" をクリックし、コントロールサーフェスを追加します。
D コントロールサーフェスの機種によっては特定のプリセットを選択しなければならない、などの警告が出ることがあります。

場合によっては、Reason Essentials が直接特定のプリセットをデフォルト値に戻すこともできます。この場合にも警告が出ます。

" キーボード & コントローラー " ページに戻り、追加したコントロールサーフェスはリストに表示されます。

お持ちのコントロールサーフェスがメニューにない場合
お持ちのコントロールサーフェスが " メーカー " または " モデル " ポップアップメニューに無い場合は、ネイティブ対応していないこ
とを意味します。これに当てはまるコントロールサーフェスは、汎用コントローラーとしてプログラムに対応しています。設定手順は
以下の通りです：

D " メーカー "ポップアップメニューから "Other" を選択し、" モデル " で３つの選択枠から適当なものを選びます。

また、メーカー名はあるが機種のみリストにない場合は：

D " モデル "で３つの選択枠から適当なものを選びます。

どちらの場合も以下から選択します：



メニュー /ダイアログレファレンス 699

･ MIDI Control keyboard
プログラム可能なノブ、ボタン、フェーダーなど装備されているが鍵盤はない MIDI コントローラーを使用の場合、これを選択して
ください。

各 Reason Essentials デバイスに対して各コントローラーが正しい MIDI CC メッセージを送信するように、コントロールサーフェス
を設定する必要があります - Reason Essentials ドキュメンテーションの "MIDI Implementation Chart" をご参照ください。コント
ロールサーフェスに REASON 2.5 デバイス用のテンプレートやプリセットが付属している場合はこれらを使用することもできます。

･ MIDI Control Surface
プログラム可能なノブ、ボタン、フェーダーなど装備されている MIDI キーボードをお持ちの場合、これを選択してください。

"MIDI Controller" と同じく正しい MIDI CC メッセージを送信するように設定する必要があります。

･ MIDI Keyboard (No Controls)
プログラム可能なノブ、ボタン、フェーダーなどは付いていない MIDI キーボードをお持ちの場合、これを選択してください。演奏
のみに使用されます（Pitch Bend, Mod Wheel などのパフォーマンス　コントローラーを含む）。このタイプのコントロールサー
フェスでは、Reason Essentials デバイスのパラメーターを調整することはできません。

q メーカー"<Other>"ではさらに"MIDI Keyboard Multichannel"と "MIDI Controller Multichannel"という２つのオプションがありま
す。キーボード / コントロールサーフェスのコントローラーが同じMIDI メッセージを異なるMIDI チャンネルで送信する場合にこ
のオプションを選択します。詳しくは Remote の章の「コントロールサーフェスやキーボードの追加」をご参照ください。

機種を選択しましたら上記の通り MIDI インプットポートを選択してください。

マスターキーボードについて
コントロールサーフェスのうち１つはマスターキーボードに指定できます。マスターキーボードは鍵盤が付いている必要があり、特定
の Reason Essentials デバイスにロックできません（つまり必ずシーケンサーの MIDI インプットに追従します）。このコントロール
サーフェスを使って Reason Essentials のインストゥルメントデバイスを演奏します。

D 最初に追加された鍵盤付きのコントロールサーフェス（または "コントローラーを自動設定 "によって検知されたもの）が自動的に
マスターキーボードに指定されます。
この設定内容は " 環境設定 " の “ キーボード & コントローラー ” ページ " 登録済の機器 " リストに表示されます。

D 別のコントロールサーフェスをマスターキーボードに指定するには、それをまずリストから選択し、"マスターキーボードに設定 "
ボタンをクリックします。
マスターキーボードは一台のみ指定できます。

D マスターキーボードを全く指定しない場合は、マスターキーボードに指定されているコントロールサーフェスをリストから選択し、
同じボタンをクリックします（この時ボタンは "マスターキーボードから解除 "に変ります）。

マスターキーボード入力設定
これでシーケンサーでのマスターキーボード入力の設定方法（どのトラックとデバイスにマスターキーボードをつなぐか）を設定しま
す：

･ " スタンダード "モードでは、マスターキーボード入力はトラックで選択したデバイスに自動的にアサインされます。
これによりトラックリストのトラック内をどこでもクリックするだけで演奏できます（または矢印キーでトラックリストを上下に
移動）。

･ " セパレート " モードでは、マスターキーボード入力はトラックリストの左端のデバイスアイコンをクリックしてアサインします。
トラックリストで複数のトラックを選択してある場合や、編集しているトラックとは別のデバイスを演奏する際に便利です。

･ マスターキーボード入力はトラックリストのデバイスアイコンを囲む赤い枠線で示されます。
インストゥルメントトラックの場合はデバイスアイコンの下に小さなキーボードが表示されます。他のトラックタイプではデバイ
スアイコンの下に小さなコントロールサーフェスが表示されます。
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環境設定 - 高度設定

外部からのコントロール
この欄では、入力された計 64 チャンネルの MIDI データを、4 つの MIDI バスに分けます（各 MIDI バスには計 16 チャンネルの MIDI
データが送信されます）。

･ このMIDI 入力は、主に Reason Essentials のデバイスを他のシーケンサーからコントロールする場合に使用します。
外部ハードウェアシーケンサーや Reason Essentials と同じコンピューターにインストールされている別のシーケンサーソフトウェ
アなど（「同期と高度な設定」参照）。

MIDI クロック同期
MIDI クロックを利用して、他の MIDI 機器（テープレコーダー、リズムマシン、ハードウェアシーケンサー、シーケンサーを内蔵した
シンセサイザーなど）や Reason Essentials と同じコンピュータ上で動作する他のソフトウェアから、Reason Essentials を同期させる
ことができます。MIDI クロックとは、言わば非常に速いメトロノームのようなもので、スタート、ストップ、16 分音符毎のロケート
ポイントの情報を持つ MIDI データのことです。

D 最初にMIDIクロック同期の"ポート"ポップアップメニューからMIDIクロックを受信する"MIDI入力”を選択し、次に"オプション"メ
ニューの "同期 ” のサブメニューから "MIDI クロック " を選択します。これで他のMIDI デバイスから Reason Essentials を同期さ
せることができます。
詳しくは「同期と高度な設定」の章をご参照ください。

スクラッチディスクフォルダー
ここでスクラッチディスクフォルダーを指定します。スクラッチディスクフォルダーとは録音したオーディオファイルをソングドキュ
メントに手動で保存される前に、一時的に保管する場所のことです。Reason Essentials はデフォルトではスクラッチディスクフォル
ダーをホームディレクトリーの system temp フォルダーに置きます。スクラッチディスクの場所は手動で変更できます。 詳しくは「ス
クラッチディスクフォルダーの場所の変更」をご参照ください。 
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環境設定 - キーボード

このセクションではオンスクリーンピアノキー機能で使用するコンピューターキーボードのキーを指定できます。

D キーアサインを変更するには、ウィンドウのキーをクリックしてから、コンピューターキーボードの使用可能なキーを押します。

q 多くのキーボードキーは既に Reason Essentials の機能やコマンドに「固定」されているため、「演奏」キーの再アサインは制限され
てしまいます。ですが、オクターブとベロシティー（数値）キーの再アサインは便利なこともあります。

D " デフォルト値にリセット "ボタンで初期のキーボードキーアサインに戻せます。

オンスクリーンピアノキーの使用方法については「オンスクリーン ピアノキー」の章をご参照ください。
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環境設定 -言語（Windows）

言語（Windows のみ）
Reason Essentials はいくつかの言語にローカライズされています。言語設定はメニュー、ダイアログ、ツールティップと一部の画面表
示に適用されますが、一般的にデバイスパネルには影響しません。Reason Essentials を Windows で使用する場合、このページで希望
する言語を選択できます。

! 注：表示言語の設定変更を適用するには Reason Essentials を再起動する必要があります。

! Mac OS X では、Reason Essentials はシステムの言語設定に追従します。
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" 作成 " メニュー
オーディオトラックを作成
このコマンドを実行するとシーケンサーに新しいオーディオトラック、ラックには関連したオーディオトラックデバイス、そしてメイ
ンミキサーには関連したチャンネルストリップが作成されます。オーディオトラック、デバイスとチャンネルストリップには自動的に
" オーディオトラック n"（"n" は番号）という名前が付きます。

トラック、デバイスとチャンネルストリップの名前は後で変更できます（「トラック名の設定」参照）。

インストゥルメントを作成 .../ エフェクトを作成 ...
デバイスの種類に関係なく音色やエフェクトの種類からパッチを選択したい場合は、これを選択するとパッチブラウザが開きます。選
択したメニュー項目によって、インストゥルメントパッチまたはエフェクトパッチのみを表示します。

D ブラウザでパッチを選択するとパッチタイプに合ったデバイスが自動的に作成されパッチがロードされます。

デバイスリスト
D 新しいデバイスを作成するには、"作成 " メニューから任意のデバイスを選択します。

作成したデバイスタイプによって結果は異なります。デバイスを作成した際に何が起こるかについては「デバイスの作成」をご参
照ください。
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" オプション "メニュー
同期（インターナル /MIDI クロック /ReWire）
これらの 3 つのオプションでテンポの同期のタイプを指定します。

･ インターナル
この項目がオンになっていると、Reason Essentials はどの外部ソースとも同期しなくなります。"Transport（トランスポート）" パ
ネルで設定されたテンポで再生します。

･ MIDI クロック
この項目がオンになっていると、Reason Essentials は " 環境設定 " ダイアログで設定した外部 MIDI クロックと同期します。
"Transport（トランスポート）" パネルのテンポ設定と関係なく、Reason Essentials は入ってくる MIDI クロックシグナルのテンポ
で再生します。詳しくは「同期と高度な設定」をご参照ください。

･ ReWire
この項目がオンになっていると、Reason Essentials は ReWire 経由で他のアプリケーションと同期します。これは自分自身でオン / 
オフできる設定ではなく、Reason Essentials が ReWire のスレーブモードになっている時に自動的にオンになります。 詳しくは

「ReWire」をご参照ください。

キーボードコントロールを有効化
この項目がオンになっていると、" キーボードコントロールを編集 " 機能で設定したデバイスをコントロールすることが可能になりま
す。詳しくは「キーボードコントロールの編集」をご参照ください。

キーボードコントロール編集モード
D どのパラメーターがリモートコントロール可能か、その概要を知るにはオプション "メニューから "キーボードコントロール編集
モード "を選択します。
選択した各デバイスにはすべてのパラメーターの側に黄色い矢印マークが表示され、キーボードコントロールを割当てできます。

D 割当てできるパラメーターをクリックし選択すると、コンテクストメニュー（右クリックで表示されるメニュー）から "キーボード
コントロールを編集モード "を選択することができます。
ダイアログが開き、このパラメーターにキーコマンドをアサインできます。

このコマンドには、どんなキー（または [Shift] キーとの組み合わせ）でも使用できます。

D パラメーターをリモートコントロールするには、ただキー（またはキーの組み合わせ）を押すだけです。
" キー入力センサー " フィールドはキーストロークを学習していることを示し、ダイアログは押したキーの名前を表示します。 [Shift

（シフト）] キーが使用されていると、ダイアログ内の " シフト " の文字の隣にあるボックスにチェックが入ります。

また、アサイン可能なパラメーターの矢印マークをダブルクリックしてキーボードコントロールの設定を行うことも可能です：

D 回転する黄色の長方形が現れ、"ラーン（学習）"モードを示します。パラメーターをコントロールする任意のキー（またはキーの
組み合わせ）を押します。
回転が止まり、長方形はキー（またはキーの組み合わせ）を表示します。

! "Transport（トランスポート） " パネルは、様々なコマンドにテンキーを使用しています。パラメーターにテンキーのみを割当てし
てしまうと、対応するトランスポート機能は無視されてしまいます！

D キーボード リモートのコマンドを割当てする他の方法は、" オプション "メニューから"キーボードコントロール編集モード"を選択
して、リモートコントロールしたいパラメーターを [Ctrl] キー +クリック (Mac) または右クリック (Windows) してください。
ポップアップメニューが開き、その中のオプションに " キーボードコントロールマップを編集 " があります。これを選択すると、"
キーボードコントロール " ダイアログが現れます。従って、そのパラメーターが割当て可能だと知っていれば " オプション " メ
ニューから編集モードのオン / オフをする必要はありません。

! 既に使用されているリモートキーに割当てようとする場合は、現在の割当てを変更するかどうか確認の警告メッセージが表示され
ます。

詳しくは 「キーボードコントロールの編集」 をご参照ください。
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リモートオーバーライド編集モード
全ての対応済コントロールサーフェスには、各 Reason Essentials デバイスに対して「標準リモートマッピング」が存在します。標準
マッピングとは違う設定をする場合は、以下のようにします：

1. " オプション " メニューの " リモートオーバーライド編集モード "を選択します。オーバーライド設定が示されます。
選択されたデバイスにはコントロールサーフェスへオーバーライドマッピング可能なパラメーター全てに青い矢印が表示されます。
標準マッピングされたパラメーターは黄色いノブマークで示されます（そのデバイスに MIDI インプットがアサインされている場合
のみ表示されます）。オーバーライドが設定されているパラメーターには稲妻マークが表示されます。

2. マッピングしたいパラメーターをクリックして選択します（選択されたパラメーターはオレンジ色に変ります）。そしてコンテクス
トメニューから "リモートオーバーライドマップを編集 "を選択します。
オーバーライドマッピングの設定を行うダイアログが開きます。

3. " コントローラーからの入力を検知 "ボックスにチェックが入っていることを確認ください。
4. パラメーターにオーバーライドマッピングしたいノブ（またはスライダー）を操作します。

コントローラー入力センサーが反応し、操作したコントロールサーフェスデバイスとコントローラーが表示されます。 

また、オーバーライドマッピングを手動で設定することもできます：

D 手動でマッピングするコントロールサーフェスとコントローラーを 2つのポップアップから選択します。
" コントロール " ポップアップには選択されたサーフェス全てのコントローラーがリスト表示されます。

5. OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。
マッピングされたパラメーターには稲妻マークが現れ、リモートオーバーライドマッピングされていることを示します。

6. リモートオーバーライド編集モードを終了するには、"オプション "メニューの "リモートオーバーライド編集モード "を無効にし
ます。
必ずしもこの方法を実行する必要があるわけではありません。詳しくは下記をご参照ください。

" リモートオーバーライド編集モード " が " オプション " メニューでオンになっている場合、割当てられたパラメーターにはタグが付
き、矢印マークが割当て可能なパラメーターを表示します。しかしながら、このモードでは Reason Essentials を通常通り操作するこ
とはできません、このモードは主に使用可能なパラメーターと現在の割当て状況を見るためのものです。

D キーボードリモートのコマンドを割当てる他の方法は、"オプション"メニューから"リモートオーバーライド編集モード"を選択解除
して、リモートコントロールしたいパラメーターを [Ctrl] キー +クリック (Mac) または右クリック (Windows) するだけです。
ポップアップメニューが開き、その中のオプションには " リモートオーバーライドを編集モード " があります。これを選択すると、
MIDI リモートダイアログが現れます。従って、そのパラメーターが自由で割当て可能だと知っていれば " オプション " メニューか
ら編集モードを選択する必要はありません。

詳しくは「リモートオーバーライドマッピング」をご参照ください。

追加のリモートオーバーライド項目 ...
" オプション " メニューには " 追加のリモートオーバーライド項目 ..." というアイテムがあります。これを選択するとダイアログが開
き、リモートオーバーライドを編集モードではアサインできないリモート機能（ターゲットトラックの選択、取り消し（元に戻す）/
やり直し、他）が表示されます。

詳しくは「追加のリモートオーバーライド項目 ...」をご参照ください。

コントローラーをデバイスにロック ...
コントロールサーフェスを特定のデバイスにロックするためのダイアログが開きます。

シーケンサー MIDI インプットのアサインとは関係なく、常に調整可能であるようにコントロールサーフェスを特定のデバイスにロッ
クできます。これにより、あるデバイスを演奏、レコーディングしながら、同時にコントロールサーフェスから別のデバイスのパラ
メーターを調整することが可能になります。

例えば、コントロールサーフェスをメインミキサーにロックすることにより、他のデバイスを演奏したり、ノブを調整したりする際も
常に全体のレベル調整が可能になります。
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D マスターキーボードはロックできません！
" 環境設定 " にてマスターキーボードを選択し、" マスターキーボード設定を解除 " ボタンをクリックできます。こうすればこのコ
ントロールサーフェスをデバイスにロックし、コントローラーでパラメーターを調整することができますが、反対に演奏すること
はできなくなります。

D 各コントロールサーフェスは一度に１つのデバイスにしかロックできません（複数のコントロールサーフェスを同じデバイスに
ロックすることは可能です）。
ロックされたデバイスはアンロック、または他のデバイスにロックを移すまで、常に選択されたコントロールサーフェスによって
コントロールされます。デバイスはお持ちのコントロールサーフェスの数だけ、いくつでもロック可能です。

D ロックされたデバイスはロックされていないデバイスと同じようにリモートオーバーライドを使用することができます。
つまり、あるデバイスがコントロールサーフェスにロックされていても、任意のパラメーターを他のコントロールサーフェスに
マッピングできます。または、ロックしているサーフェスの任意のコントローラーを他のデバイスにオーバーライドマッピングす
ることもできます。

詳しくは the「コントローラーをデバイスにロック ...」 をご参照ください。

ラックの前 / 背面表示を切り替える
[Tab] キーを押すことでラックの表と裏を素早く切り替えることができます。

ケーブルを簡素表示
Reason Essentials で多くの接続がある場合、ケーブルが邪魔でデバイスのバックパネルのテキストが読みにくくなることがあります。
ケーブルは「通常」モードと「簡素表示」モードで表示できます。

D ケーブルを隠すには"オプション"メニューの"ケーブルを簡素表示"を選択します。この際のケーブル表示は環境設定の"一般設定"
ページの設定に従います。

この機能についての詳細は「ケーブルの表示」をご参照ください。

デバイスとトラックを自動的にグループ
デバイスグループとは、１つの「集まり」として接続された複数のデバイスです。例えばインストゥルメントデバイス＞エフェクトデ
バイス＞ミックスチャンネルデバイスのように接続されたデバイスをデバイスグループとすることができます。「デバイスとトラック
を自動的にグループ」オプションが有効な際、デバイスグループに含まれるデバイスを移動 / カット / コピー / 複製 / ペーストすると、
デバイスグループ内のすべてのデバイスに同じ操作が適用されます。

詳しくは「デバイスグループについて」をご参照ください。

ナビゲーターを表示
" ナビゲーターを表示 " を選択すると Reason Essentials ウィンドウにすべてのナビゲーターが表示されます。メインミキサーではミキ
サーナビゲーターとチャンネルストリップナビゲーター、ラックではラックナビゲーター、そしてシーケンサーではトラックナビゲー
ターとソングナビゲーターがあります。

" ナビゲーターを表示 " の選択を解除するとすべてのナビゲーターが隠されます。

再生位置を表示
この項目がオンになっていると、再生時にシーケンサーのアレンジメントとエディットペーンがソングポジションと共にスクロールし
ます。オフになっていると、アレンジメントとエディットペーンの表示範囲は移動しません。
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編集するイベントをクリップ内に保持
この機能はシーケンサーエディットモードにて、開いたクリップ外にノートやオートメーションイベントを描画 / 移動 / ペーストした
場合の結果を設定します。

･ " 編集するイベントをクリップ内に保持 "オプションがオンの場合、ノートは開いてあるクリップに書き込まれますが、クリップの
境界外にあるためマスクされます。

･ " 編集するイベントをクリップ内に保持 "オプションがオフの場合、場所によってノートは既存または新規クリップに書き込まれま
す。

操作例は「開いたクリップ外でのノートの描画について」 ,「クリップの外や他のクリップへのノートの移動について」と「開いたク
リップ外へのイベントのペースト」 をご参照ください。

オートカラー（トラックとチャンネル）
このオプションがオンの場合、新しいシーケンサートラックやミキサーチャンネルを作成したときに自動的に色がアサインされます。
トラックで作成された新しいクリップにはトラックと同じ色が付けられます。

ノートクリップにオートメーションをレコード
このオプションがオンの場合、すべてのデバイスパラメーターオートメーションはパラメーターオートメーションレーンではなく、

「パフォーマンスコントローラー」としてノートクリップへレコーディングされます。

プリカウント小節数
トランスポートパネルの "Pre" ボタンをオンにした際のプリカウントの小節数を選択します。ここで指定した小節数のプリカウントの
後にレコーディングが始まります。

D サブメニューから１、２、３、もしくは４小節を選択します。

エディットモード / アレンジモードに切り替え
シーケンサーのアレンジメントモードとエディットモードを切り替えます。
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” ウィンドウ ”メニュー（Windows）
最前面で表示を固定
この項目がオンのとき、Reason Essentials は常に他のソフトウェアの前面で動作します。

メインミキサーを表示
これを選択するか [F5] を押すとメインミキサーエリアが最大化され、前面に表示されます。

ラックを表示
これを選択するか [F6] を押すとラックエリアが最大化され、前面に表示されます。

シーケンサーを表示
これを選択するか [F7] を押すとシーケンサーエリアが最大化され、前面に表示されます。

メインミキサーを切り離す / 格納する
これを選択するか [Ctrl]+[F5] を押すとメインミキサーはソングドキュメントウィンドウから分離し、新しいウィンドウに開かれます。
メインミキサーが切り離されている場合、メニュー項目は " 切り離す " から " 格納する " に変わります。この項目を選択するとメイン
ミキサーは再びソングドキュメントウィンドウで表示されます。

ラックウィンドウを切り離す / 格納する
これを選択するか [Ctrl]+[F6] を押すとラックはソングドキュメントウィンドウから分離し、新しいウィンドウに開かれます。ラックが
切り離されている場合、メニュー項目は " 切り離す " から " 格納する " に変わります。この項目を選択するとラックは再びソングド
キュメントウィンドウで表示されます。

すべて表示
これを選択するか [Ctrl]+[F7] を押すと、切り離されたウィンドウはすべてソングドキュメントウィンドウに格納され、さらにすべての
エリアが同じ大きさで表示されます。

ツールウィンドウを表示 / 隠す
これを選択するか [F8] を押すと、ツールウィンドウが表示 / 隠されます。このウィンドウには「デバイスパレット」タブ（新規デバイ
スの作成用）、「シーケンサーツール」タブ（シーケンサーデータの編集用）、「グルーヴ設定」タブ（ReGroove パッチの編集と保存
用）、そして「ソングサンプル」タブ（ソングで使用されているサンプルの編集・管理用があります。

オンスクリーン ピアノキーを表示 / 隠す
これを選択するか [F4] を押すとオンスクリーン ピアノキーウィンドウが表示 / 隠されます。オンスクリーン ピアノキーウィンドウに
ついての情報は「オンスクリーン ピアノキー」をご参照ください。

レコーディングメーターを表示 / 隠す
これを選択するか [F4] を押すとレコーディングメーターウィンドウが表示 / 隠されます。詳しくは「レコーディングメーターウィンド
ウ」をご参照ください。
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ドキュメントリスト
このリストには、開いているすべてのソングドキュメントウィンドウが表示されます。選択したウィンドウが有効なウィンドウになり
ます。ソングに切り離されたウィンドウがある場合、それぞれドキュメントリストに表示されます。現在有効なウィンドウはウィンド
ウ名の左にチェックが付きます：

上図では "AllAnalog.ree (Mixer)" ウィンドウが現在有効なウィンドウであり、そのため "AllAnalog.ree" が有効なソングになります。ソ
ングのミキサーとラックエリアはそれぞれ別のウィンドウに切り離されています。いくつかのウィンドウ名の右に表示されたアスタリ
スク（*）は未保存の編集があることを示します。
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" ウインドウ "メニュー（Mac OS X）
しまう
選択されたソングドキュメントウィンドウを最小化します。

拡大 / 縮小
選択されたウィンドウの大きさと位置を Apple のガイドラインに従い、デフォルトとユーザー定義を切り替えます。切り離されたミ
キサーとラックウィンドウのデフォルトは画面全体表示になります。

すべてを手前に移動
すべての Reason Essentials ウィンドウを、他のアプリケーションのウィンドウより手前に移動します。

メインミキサーを表示
これを選択するか [F5] を押すとメインミキサーエリアが最大化され、前面に表示されます。

ラックを表示
これを選択するか [F6] を押すとラックエリアが最大化され、前面に表示されます。

シーケンサーを表示
これを選択するか [F7] を押すとシーケンサーエリアが最大化され、前面に表示されます。

メインミキサーを切り離す / 格納する
これを選択するか [Ctrl]+[F5] を押すとメインミキサーはソングドキュメントウィンドウから分離し、新しいウィンドウに開かれます。
メインミキサーが切り離されている場合、メニュー項目は " 切り離す " から " 格納する " に変わります。この項目を選択するとメイン
ミキサーは再びソングドキュメントウィンドウで表示されます。

ラックウィンドウを切り離す / 格納する
これを選択するか [Ctrl]+[F6] を押すとラックはソングドキュメントウィンドウから分離し、新しいウィンドウに開かれます。ラックが
切り離されている場合、メニュー項目は " 切り離す " から " 格納する " に変わります。この項目を選択するとラックは再びソングド
キュメントウィンドウで表示されます。

すべて表示
これを選択するか [Ctrl]+[F7] を押すと、切り離されたウィンドウはすべてソングドキュメントウィンドウに格納され、さらにすべての
エリアが同じ大きさで表示されます。

ツールウィンドウを表示 / 隠す
これを選択するか [F8] を押すと、ツールウィンドウが表示 / 隠されます。このウィンドウには " デバイス " タブ（新規デバイスの作成
用）、" ツール " タブ（シーケンサーデータの編集用）、そして " グルーヴ " タブ（ReGroove パッチの編集と保存用）があります。

オンスクリーン ピアノキーを表示 / 隠す
これを選択するか [F4] を押すとオンスクリーン ピアノキーウィンドウが表示 / 隠されます。オンスクリーン ピアノキーウィンドウに
ついての情報は「オンスクリーン ピアノキー」をご参照ください。
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レコーディングメーターを表示 / 隠す
これを選択するか [F4] を押すとレコーディングメーターウィンドウが表示 / 隠されます。詳しくは「レコーディングメーターウィンド
ウ」をご参照ください。

ドキュメントリスト
このリストには、開いているすべてのソングドキュメントウィンドウが表示されます。選択したウィンドウが有効なウィンドウになり
ます。ソングに切り離されたウィンドウがある場合、それぞれドキュメントリストに表示されます。現在有効なウィンドウはウィンド
ウ名の左にチェックが付きます：

上図では "unititled 3" ウィンドウが現在有効なウィンドウであり、そのため有効なソングになります。ソングのミキサーとラックエリ
アはそれぞれ別のウィンドウに切り離されているうえ、最小化されています ( 左側のシンボルで示されます）。いくつかのウィンドウ
名の左に表示された丸印は未保存の編集があることを示します。
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" ヘルプ "メニュー
Reason Essentials ヘルプ ...
このメニュー項目はオンラインヘルプシステムを開きます。ヘルプシステムはカスタム html ビュアーである Propellerhead Help 
Viewer アプリケーションで開きます。Reason Essentials ヘルプには Reason Essentials のすべての機能に関する情報を参照できます。
記載情報は目次（TOC）、索引、もしくはヘルプシステムの検索タブでブラウズできます。

Propellerhead ウィブサイトのチュートリアル ...
このメニュー項目はデフォルトのウェブブラウザを開き、Propellerhead ウェブサイトの Reason Essentials ビデオチュートリアルペー
ジにアクセスします。

デモソングをダウンロード ...
ダウンロードして使用できる、ソングファイルのアーカイブにアクセスします。またご自身の作品を投稿することもできます。

テンプレートソングをダウンロード ...
ダウンロードして使用できる、ソングファイルのアーカイブにアクセスします。またご自身の作品を投稿することもできます。

Propellerhead ウェブサイトを開く
Propellerheads 社の Web サイトを開きます。

アップデート版を確認する ...
最新のアップデートを確認できるページにアクセスします。

オーソライゼーションの管理（Windows のみ）
このメニュー項目は Authorizer Helper アプリケーションを起動します。" ブラウザ起動 " ボタンはデフォルトのウェブブラウザを起動
し、Propellerhead のアカウントページにアクセスします。このウェブページでログインし、オーソライゼーションを管理できます。

Reason Essentials について（Windows のみ）
このメニュー項目は Reason Essentials のバージョンや Reason Essentials に関わったスタッフに関する情報が掲載されているダイアロ
グを表示します。
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A
ADSR 502
Advanced MIDI Device 448
Alt

インストゥルメントトラック 135
オーディオトラック 126

Alt ( 新規別テイク ) ボタン ( トランスポートパネル ) 107
Alt （オルタネートグループ） (Dr. Octo Rex) 574
Anchor Point (ReGroove Mixer) 392
ASIO コントロールパネル 439
Automation Override 141

B
BELL モード ( メインミキサーの EQ) 312
Bipolar カーブ (Matrix) 662
Bypass/On/Off スイッチ ( エフェクトデバイス ) 644

C
Calc インジケーター 245, 358
Calc インジケーター 354
CF-101 コーラス / フランジャー 647
Channel 8 & 9 Exclusive 604
Combi パッチ 452
Combinator

Bypass All FX　（全エフェクトをバイパス） 461
CV 接続 469
Run Pattern Devices （パターンデバイスを再生） 461
作成 453
新しいデバイスを追加 457
挿入ラインについて 457
背景の変更 462
エクスターナルルーティング 455
キーマッピング 464
デバイスのベロシティ範囲設定 465
デバイスを Combinator から外す 460
デバイスを結合 453
デバイスを追加 457
ノートを受信 465
パッチのブラウズによる作成 453
プログラマーを使用 463
モジュレーションルーティングを使用 466

Compatible EQ (Mixer 14-2) 474
Copy Loop To Track （ループをトラックにコピー） (Dr. Octo Rex)
570
CPU 使用率の上限 59
CPU 使用率の上限 691
Curve (Matrix) 656

について 656
CV

vs. Gate 662
スプリット 654
について 292
マージ 651
ルーティング 300

CV トリムノブ 300

D
DDL-1 ディレイライン 646
Decay / Gate スイッチ 602
Decay/Gate スイッチ 602

Dr. Octo Rex
Copy Loop To Track （ループをトラックにコピー） 570
REX ループスライスの再生 570
REX ループの再生 567
REX ループの追加 569
シーケンサーから再生 570
スライスの編集 573
について 566
パネルパラメーター 579

Dub
インストゥルメントトラック 135
オーディオトラック 126

Dub ( 新規オーバーダブ ) ボタン ( トランスポートパネル ) 107
Dynamic 597

E
Enable Loop Playback （ループ再生をオン） (Dr. Octo Rex) 578
Enable Pattern Section 599, 600
EQ

Mixer 14-2 473
RV7000 アドバンストリバーブ 632
メインミキサー 312

EQ モードについて 474
Ext Mod (Subtractor) 510

F
Flam 598
FM 495

G
Gain Knob (Main Mixer) 312
Gate

Matrix でのプログラミング 661
vs. CV 662
について 292
ルーティング 300

Gate (Matrix) 656
Gate モード (Redrum) 602
Global Shuffle 392

H
Hardware Interface 446
Hide Recording Meter

Windows Version 708, 711
High Quality Interpolation

Redrum 605
High Quality Interpolation （サンプル高音質再生）

Dr. OctoRex 585

I
ID8 インストゥルメントデバイス 484

サウンドの制御 485
サウンドの選択 485

Ignition Key
オーソライズ 18
で RECORD を使用 20

Improved EQ (Mixer 14-2) 474
Init patch

Subtractor 488
Input Focus ボタン (Hardware Interface) 434
INV (Main Mixer) 312
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K
Keys (Matrix) 656

L
LFO Sync （LFO 同期）

Dr. OctoRex 584
LFO Sync ( シンク )

Subtractor 506
Line 6 Amp Tones 616
Line 6 アンプ

について 616
Line Mixer 6-2

AUX センドとリターン 481
接続 481
チャンネルパラメーター 480
について 480

Low Bandwidth （高域カット） (Dr. OctoRex) 585

M
Master Section デバイス 305
Master Section ミキサーストリップ 305
Matrix

使用例 667
について 656
パターンのプログラミング 657

MClass イコライザー 609
MClass エフェクト

について 608
MClass コンプレッサー 611
MClass ステレオイメージャー 610
MClass マキシマイザー 614
MIDI クロック 432
MIDI ファイル

インポート 350
エクスポート 351

MIDI フォーカスボタン (Hardware Interface) 434
MIDI でスライスを選択 (Dr. OctoRex) 573
MIDI ファイル

エクスポート 672
MIDI ファイルのインポート 350
MIDI ファイルのエクスポート 351, 672
Mixer 14-2

AUX リターンセクション 475
信号の流れ 474
接続 475
チェーン 477
チャンネルストリップ 472
チャンネルストリップコントロール 473
について 472

More Audio (Hardware Interface 448

N
NN-XT

グループ 532
グループパラメーター 551
サンプルのロード 516
サンプルパラメーター 549
シンセパラメーター 553
について 514
ベロシティーレンジ 543
メインパネル 518
リモートエディターパネル 521

Note To Slot （ノート受信スロット） (Dr. Octo Rex) 576

P
P ボタン (Mixer 14-2) 473
PEAK (Big Meter) 449
Phase コントロール (Subtractor) 493
P-LAN 信号 293
Polyphony

Subtractor 510
Polyphony （同時発音数）

Dr. OctoRex 585
PPM (Big Meter) 449
Pre-Align (ReGroove Mixer) 395
Preferences

Language 702
Programmer CV In （プログラマーCV入力） (Combinator) 467, 469
P ボタン 473

Q
Q Rec 107

R
RAM 444
RAM 使用の最適化 444
RCY ファイル 567
Reason Essentials ソング

開く 342
Record Hardware Interface 446
Record Sound Bank 270
Recording Meter Window 122
Record ヘルプ 712
Record メニュー (Mac OS X) 670
ReCycle 566
Redrum

MIDI ノート 605
独立アウトプット 606
パターンのプログラミング 593
パッチ 591
パラメーター 601

ReFill
見つからない 287
について 270
ブラウザからダウンロード 288

ReFill をダウンロード 288
ReGroove Mixer

ReGroove パッチの作成 404
グルーヴをノートに反映 403
ツールウィンドウ設定 397
ノートレーンへのアサイン 400
パラメーター 391
ファクトリーパッチ 406

Remote
" コントローラーをデバイスにロック ..." ダイアログ 414
基本 412
標準 vs リモートオーバーライドマッピング 413
コントローラーをデバイスにロック 414
コントローラーをデバイスにロック ... 414
コントロールサーフェス / キーボードの追加 409
セットアップの実例 412
デバイスのロックを解除 416
について 408
マッピングバリエーション 413

Resolution (Redrum パターン ) 597
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ReWire
RECORD 側のオーディオルーティングの準備 428
ReWire チャンネルをオーディオトラックへコンバート 430
ReWire ホストアプリケーション上でのルーティング 429
セッティング 427
トランスポートとテンポのコントロール 428
ホスト上の MIDI ルーティング 429
ホストへの同期 427
レイテンシー 66

REX エディットモード ( ノートクリップ ) 211
REX ファイル 289

NN-XT にロード 517
Redrum にロード 593

REX から MIDI ファイルをエクスポート 674
REX ファイル 566

Dr.Rex に読み込み 567
REX ループ

Dr. Octo Rex で再生 567, 570
読み込み 569
サウンドの編集 579
シーケンサーノートの作成 570
スライスの編集 573

Run ( 再生 ) ボタン 594, 595
RV7000 アドバンストリバーブ 624

S
S1/S2 コントロール (Redrum) 601
Scream 4 636
Send Out (Redrum) 601
Show Recording Meter

Windows Version 708, 711
Shuffle 597

ReGroove Mixer 394
Slice Edit Mode （スライスエディットモード） (Dr. Octo Rex) 575
Slide (ReGroove Mixer) 394
SMF ( スタンダード MIDI ファイル ) 350
Soundfont ファイル 290
SoundFonts

NN-XT 516
Redrum 591

Spider
Audio マージャー / スプリッター 649
CV ージャー / スプリッター 651

Subtractor
波形 490
エクスターナルモジュレーション 510
オシレーター 489
について 488
波菰 490
フィルター 497

T
Tap （タップ）テンポボタン ( トランスポートパネル ) 105
Tie スイッチ (Matrix) 663
Trig Next Loop （次のループのトリガー） (Dr. Octo Rex) 568

U
Unipolar カーブ (Matrix) 662

V
VU (Big Meter) 449
VU Offset (Big Meter) 449

あ
アサイン済みサンプル 381
アレンジモードに切り替え 707

い
インサート FX

削除 324
追加 321
編集と保存 322
ミキサーチャンネルの間でコピー 324

インサート FX パッチを書き出す 673
インストゥルメント

作成 283
インストゥルメントトラック

作成 83
設定 133
レコーディング有効化 114
レコーディングの有効化 114

インストゥルメントを作成 283
インストゥルメントを作成 ... ( 作成メニュー項目 ) 703
インスペクター

オーディオ編集 200
オートメーション編集 247
ノート編集 247

インターネット認証で RECORD を使用 20
インプットメーター ( エフェクトデバイス ) 644

う
ウインドウメニュー

Mac Os X 710
ウィンドウメニュー

Windows 708

え
エディットフォーカス 315
エディットモード

オーディオクリップ 168
オートメーションクリップ 204
ノートクリップ 204

エディットモードに切り替え 707
エフェクト

作成 283
録音 336

エフェクト Combi パッチ 322
エフェクトの作成 283
エフェクトを作成 ... ( 作成メニュー項目 ) 703
エフェクトをかけて録音 336
エンベロープ 502

お
オーソライゼーションの管理

Mac OS X 670
Windows 712
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オーディオ
REASON デバイスへのインポート 356
シーケンサートラックへのインポート 355
フォーマット 354

オーディオ設定 58
オーディオ入力の選択 119
オーディオ入力リスト ( オーディオトラック ) 90
オーディオクオリティ 57
オーディオクリッピング 60
オーディオクリップ

開く 169
統合 160
閉じる 170
オーディオをインポート 356
カットの移動 189
カットの削除 189
カットの追加 187
クリップを新規サンプルへバウンス 183
クリップを新規レコーディングへバウンス 191
クロスフェードの追加 188
コンプ 192
コンプ列アサインの変更 190
スケールテンポ 185
セグメントの追加 188
テンポにマッチ 196
ノート / ドラムヒットの移動 197
ノーマライズ 184
フェード編集 147
フェードの編集 148
リバース 185
レベル編集 147, 148

オーディオトラック
回復 350
作成 82
設定 119
入力レベルの設定 119
モニタリング 121
モノまたはステレオ 82, 119
レコーディング 123

既存クリップへ 126
ミックスダウン 129
ミックスチャンネルから 127
ループモード 125

レコーディングの有効化 113
オーディオトラック　チャンネルストリップ 303
オーディオトラックデバイス 303
オーディオトラックの作成 82
オーディオトラックのステレオまたはモノ 119
オーディオトラックのモニタリング 121
オーディオトラックのモノまたはステレオ 119
オーディオトラックを作成 ( 作成メニュー項目 ) 703
オーディオのコンプ 192
オーディオループのレコーディング 125
オーディオレベル 60
オートカラー（トラックとチャンネル） 707
オートマップ 542
オートメーション

拍子記号 245
クリップの削除 246

編集 235
アレンジモードでの編集 235
イベントの削除 238

イベントの描画 238
エディットモードでの編集 236
オートメーション個所をハイライト 691
テンポ 244
マッチ 250

オートメーション描画の精度 690
オートメーションクリップ

開く 206
オートメーションのクリア

環境設定 240
ツールウィンドウ機能 241
について 240

オートルーティング 295
CV/Gate 信号 297
インストゥルメントデバイス 296
エフェクトデバイス 296
オーディオ入力信号 295

オートルーティングされたケーブルを非表示 294
お気に入りリスト 278
オプションメニュー 704
オンスクリーン ピアノキーウィンドウ 51

開く 50
リサイズ 50

オンスクリーン ピアノキーを隠す
Mac OS X 710
Windows 708

オンスクリーン ピアノキーを表示
Mac OS X 710
Windows 708

か
カーソルを重ねた際の名称表示 691
カーブ (Matrix) 662
カッツツール ( オーディオクリップ ) 100
カット

移動 ( オーディオクリップ ) 189
削除 ( オーディオクリップ ) 189
追加 ( オーディオクリップ ) 187

カット列 ( オーディオクリップ ) 173
カットクロスフェードゾーン ( オーディオクリップ ) 173
カットハンドル ( オーディオクリップ ) 173
カットライン ( オーディオクリップ ) 173

き
キーエディットモード ( ノートクリップ ) 210
キーコマンド

マニュアルでの記述様式 16
キーゾーン

NN-XT 515
キーボード (MIDI) 697
キーボードコントロール (Remote) 423

編集 423
キーボードコントロール編集モード (Remote) 423, 704
キーボードコントロールを有効化 (Remote) 423
キーボードショートカット

トランスポートパネル 108
キーマップ

NN-XT 529
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く
クリック

レベル 105, 116
クリックとプリカウント 116
クリックボタン 105
クリッピング（オーディオ） 60
クリップ

移動 155
外のイベントを削除 688
作成 212
削除 149
始点ディスプレイ 146
重複 157
選択 146
値を一致 162
長さディスプレイ 147
統合 160, 687
複数選択 147
複製 157
分割 158
無効 156
名称変更 158
名前をつける 158
オーディオクリップのレベルとフェード 148
カット、コピー、ペースト 157
カラー 158
クリップ内の無効なデータを修復 156
クリップの一部分の複製 159
スケールテンポ 153
ナッジ 155
ミュート 161, 687
ラベル 688
ラベルの削除 158
レコーディングやイベントののマスク 151

クリップ外のイベントを削除 688
クリップ外のイベントをクロップ 153
クリップ内の無効なデータを修復 156, 688
クリップオーバービュー

オーディオクリップ 171
ノートクリップ 208

クリップカラー 158, 688
クリップからグルーヴを抽出 687
クリップにラベルを追加 158, 688
クリップの統合 160
クリップの分割 158
クリップのミュート 161
クリップのミュートを解除 687
クリップラベルの削除 158
クリップレベルハンドル ( オーディオクリップ ) 172
クリップを新規サンプルへバウンス ( オーディオクリップ ) 183
クリップを新規レコーディングへバウンス ( オーディオクリップ
) 191
クリップを統合 687
クリップをディスクへバウンス 361
クリップをミュート 687
グルーヴ

抽出 687
クリップから作成 404
ツールウィンドウ設定 397
ノートに反映 686
ノートレーンへのアサイン 400
ファクトリーパッチ 406

ミキサーパラメーター 391
をノートに反映 403

グルーヴをノートに反映 403, 686
グループ

NN-XT 532
クロスフェード ( オーディオクリップ ) 195

追加 188
マッチ 202

クロスブラウズ
パッチ 282

クロックソース ( 環境設定 - オーディオ ) 695
クロップ ( サンプル編集ウィンドウ ) 376

け
ゲート (RV7000 アドバンストリバーブ ) 633
ケーブル

色 295
接続解除 300
接続先の確認 294
接続されたデバイスに移動 294
表示 293
表示と非表示 293
アニメーション 691
オートルーティング 295
ドラッグで接続 299
ポップアップメニューで接続 299
マニュアルルーティング 298

ケーブルを簡素表示 293

こ
コーラス 647
コンテクストメニュー 43

シーケンサー 46
チャンネルストリップ 45
デバイス 44
パラメーター 43
メインミキサー 46
ラック 46

コントローラーをデバイスにロック (Remote) 414, 705
コントロールサーフェス

追加と設定 697
コントロールパネル ( 初期設定 - オーディオ ) 695
コンピューターの最適化 440
コンプ列 172, 173

移動 180
削除 179
複製 180
カット、コピー、ペースト 181
コンプモードでの選択 179
シングルモードでの再生 178
レコーディングオフセットの調整 182
レベルの調整 181
レベルのマッチ 202

コンプ列ハンドル ( オーディオクリップ ) 172
コンプ列レベルフェーダー ( オーディオクリップ ) 172
コンプモード ( オーディオクリップ ) 171, 172
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さ
サウンド

見つからない 286, 287
サブティック

インスペクター 109
ポジションディスプレイ ( トランスポートパネル ) 106

サブミキサー
作成 337

サブミックス
シーケンサーでのレコーディング 129

サンプリング 367
準備 365
について 364

サンプル
NN-XT 523
Redrum 591
開く 285
見つからない 286, 287
削除 382
試聴 ( ブラウザ ) 281
書き出し 385
複製 384
編集 372
保存 380
名前変更 380
クロスフェード 380
クロスブラウズ 283
クロップ 376
セルフコンテンツソングから取り除く 348
ソングファイルに格納 347
ノーマライズ 376
ファイルフォーマット 289
フェードイン / アウト 377
ブラウズ 678
リバース 376
ループ 378

サンプル編集ウィンドウ 372
サンプルと REX ファイルのクロスブラウズ 283
サンプルのスタート / エンドを設定 ( サンプル編集ウィンドウ )
375
サンプルレート

再生 441
サンプルレート設定 58
サンプルを再読み込み 679
サンプルを選択 678

し
シーケンサー

インスペクター 200, 247
クリップ内の無効なデータを修復 156
マスターキーボード入力のバイパス 436

シーケンサーエリア 29
シーケンサーでのオーディオのオーバーダブ 126
シーケンサーでのズーム 36
シーケンサーでのレコーディング

一般的な手順 117
取り消し 118
オーディオ 123

既存クリップへ 126
ミックスチャンネルから 127
ループモード 125

テンポオートメーション 143
ノート 133

既存クリップへ 134
ループモード 133

パターンオートメーション 142
パフォーマンスコントローラーオートメーション 137

既存クリップへ 139
パラメーターオートメーション 139

既存クリップへ 140
複数トラックへ 142
ループモード 140

ミックスダウン 129
シーケンサーを表示

Windows 708, 710
シグナルフローグラフ ( エフェクトデバイス ) 645
シフト

パターン (Matrix) 665
パターン (Redrum) 599

しまう (Mac OS X) 710
シャッフル

グローバル 392
パターンデバイスで設定 392

シングルモード ( オーディオクリップ ) 171

す
スクラッチディスクフォルダ 349
スケールテンポ

オーディオクリップ 185
スケールテンポ ( ツールウィンドウ機能 ) 232
ステム

シーケンサーでのレコーディング 129
ステレオ

注意事項 442
エフェクトデバイス内 645

ステレオまたはモノのオーディオトラック 82
ストレッチタイプ 245
ストレッチの無効化 ( オーディオクリップ ) 245
スナップ 103
スピーカーツール ( オーディオクリップ ) 177
スプラッシュ画像 346
すべて表示

Mac OS X 710
Windows 708

すべてのケーブルを非表示 294
すべてを手前に移動 (Mac OS X) 710
スライス

設定 (Dr. Octo Rex) 574
選択 573
シーケンサーノートの作成 570
について 566

スワイプ ( オーディオクリップ ) 188

せ
セグメント ( オーディオクリップ ) 173

追加 188
セグメントフォーカスインジケーター (オーディオクリップ) 173
セルフコンテンツソング 347
センド

Mixer 14-2 473
Redrum 601

センド FX
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削除 327
追加 325
編集と保存 327
デバイスからメインミキサーへチェーン 331
ミュート 327

そ
ソースデバイス ( デバイスグループ内 ) 253
ゾーンを自動的にマッピング 682
ゾーンを半音階で自動的にマッピング 682
ゾーンをコピー 532
ゾーンをノートでソート 681
ゾーンをペースト 532
ゾーンをベロシティでソート 681
ソロ

Redrum 601
ミキサー 473, 480

ソロ (S) ボタン ( シーケンサー ) 89
ソング

開く 285, 342, 671
最適化 442
作成 343, 671
閉じる 343, 671
保存 344
オーディオファイルに書き出す 357
スプラッシュ画像 346
セルフコンテンツ 347
デフォルト ... 344
デフォルトソングの設定 691
テンプレートから新規 671
テンプレートから新規作成 344
ファイルフォーマット 289

ソング情報 672
追加 345

ソングウィンドウ 26
スクロール 35
ナビゲーション 31

ソングウィンドウでのスクロール 35
ソングウィンドウでのナビゲーション 31
ソングエンドマーカー 104
ソングサンプルタブ ( ツールウィンドウ ) 370
ソングの最適化 442
ソングポジションディスプレイ ( トランスポートパネル ) 105
ソングポジションポインター 104
ソングをオーディオファイルに書き出す 357

た
ダイレクト出力 ( ミックスチャンネルとオーディオトラックデバ
イス ) 335

ち
チャンネル設定のコピー 310
チューナー

オーディオトラックで使用 121
チューナーボタン ( オーディオトラック ) 90
チューニング 60

つ
ツールウィンドウ 32
ツールウィンドウのツール 213
ツールウィンドウを隠す

Mac OS X 710
Windows 708

ツールウィンドウを表示
Mac OS X 710
Windows 708

ツールティップ 42, 691
ツールバーのツール 99

二次 102
キーボードショートカット 104

て
ディザー ( オーディオエクスポート ) 357, 361
ディスクから読み込んだサンプルはソングに格納 692
ディスクを入れる ( 見つからない ReFill) 287
ディストーション

Scream 4 636
ディレイ 646
デバイス

作成 255
削除 258
新しいラックコラムへの移動 260
整理 258
接続解除 300
折りたたむ / 元に戻す 39, 263
選択 257
選択されたデバイスをソート 260
複製 261
カット / コピー / ペースト 261
デバイスグループ 253
トラックと削除 86
トラックと複製 / コピー 86
ネーミング 262
ルーティング 295

デバイス作成時にデフォルトパッチをロード 692
デバイス内の全キーボードコントロールマップを消去 689
デバイスグループ

複製 261
カット、コピー、ペースト 261
について 253

デバイスグループ内すべてを選択 257
デバイスとトラックの複製 261
デバイスとトラックのカット 261
デバイスとトラックのコピー 261
デバイスとトラックのペースト 261
デバイスとトラックを自動的にグループ 254, 255, 258
デバイスとトラックを複製 676
デバイスの接続解除 297
デバイスのオートルーティング 297
デバイスパッチを別名で保存 673
デバイスパネルを折りたたむ / 元に戻す 39
デフォルトソング 344, 691
デモソング

開く 342
デモソングを開く 342, 671
デモモード 21
テンプレート ( デフォルトソング ) 691
テンプレートから新規 ( ソング ) 344, 671
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テンプレートソング 344
作成 348

テンポ
スケール 232

テンポオートメーション
編集 244
イベントの描画 244
シーケンサーでのレコーディング 143

テンポデータ
エクスポートしたオーディオファイル 358

テンポディスプレイ ( トランスポートパネル ) 106
テンポマッチング 354

と
ドキュメントリスト

Mac OS X 711
Windows 709

トラック
移動 85
作成 82
削除 86
折りたたみ / 元に戻す 88
選択 85
選択されたデバイスグループをソート 260
複製 / コピー 86
名前の設定 87
カラー 87
ソロ 89
タイプ 79
マスターキーボード入力のルーティング 78
ミュート 88
レコーディングの有効化 112

トラック内のノートレーンを統合 687
トラックカラー 311, 688
トラックのノートレーンを統合 162
ドラムエディットモード ( ノートクリップ ) 211
トランスポートパネル

キーボードショートカット 108
トリガーボタン (Redrum) 592
トリムノブ 300

な
ナイフツール 100
ナイフツール ( オーディオクリップ ) 177
ナッジ

ノート位置 222
レコーディング ( オーディオ ) 182

ナビゲーターの表示 31
ナビゲーターを表示 706

の
ノート

移動 220
クリップの外や他のクリップへ 221

開いたクリップ外へのペースト 224
削除 214
選択 214
描画 215

開いたクリップ外 216
閉じたクリック外 216

複製 223
カット、コピー、ペースト 224
クオンタイズ 225

シャッフル 227
ランダム 227

シーケンサーでのレコーディング 133
既存クリップへ 134
ループモード 133

トランスポーズ 221, 228
ナッジ 222

開いたクリップ外へ 222
ベロシティーの編集 233
マッチ 248
ランダムに変更 222
レーンへ抽出 229

ノートエディットモード 210
ノートエディットモードセレクター ( ノートクリップ ) 208
ノートエディットレーン ( ノートクリップ ) 208
ノートクリップ

編集のために開く 205
トラックのノートレーンを統合 162

ノートクリップにオートメーションをレコード 138, 707
ノートの長さ ( ツールウィンドウ機能 ) 218
ノートのクオンタイズ 225

シャッフル 227
ランダム 227

ノートのトランスポーズ 228
ノートベロシティー ( ツールウィンドウ機能 ) 234
ノートレーン

移動 98
追加 / 作成 93
複製 / コピー 98
ミュート 98

ノートをクオンタイズ 688
ノートをランダムに変更 ( ツールウィンドウ機能 ) 222
ノーマライズ ( サンプル編集ウィンドウ ) 376
ノブ 38

は
ハイクォリティーインターポレーション

NN-XT 519
バウンス

オーディオクリップ 361
ミキサーチャンネル 359

パターン
Matrix で選択 658
Matrix でミュート 658
Redrum 593
Redrum で選択 595
Redrum でミュート 598
再生 594, 595
カット、コピー、ペースト 659
選択 658

パターンオートメーション
描画 242
編集 241
クリップの削除 243
シーケンサーでのレコーディング 142
レコーディングの有効化 115
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パターンオートメーションレーン
作成 95
削除 97

パターンオートメーションをノートに変換
Redrum 600

パターンシャッフル 597
パターンのカット 659
パターンのコピー 659
パターンのペースト 659
パターンをトラックにコピー 683

Matrix 666
Redrum 600

パターンをランダム生成 (Matrix) 665
パターンをランダムに入れ替え (Matrix) 665
バックグラウンド時も再生 ( 環境設定 - オーディオ ) 696
バックパネル ( ラック ) 298
パッチ

Line 6 アンプ 616
NN-XT 516
Redrum 591
RV7000 624
Scream 4 636
Subtractor 488
開く 285
見つからないサウンド 268
見つからないサンプル 678
試聴 ( ブラウザ ) 281
初期化 270, 678
選択 267
保存 268
エクスポート 673
クロスブラウズ 282
コピーとペースト 269
について 266
ファイルフォーマット 289
ブラウズ 678

パッチケーブル 295, 298
パッチの試聴

パッチ ( ブラウザ ) 281
パッチの初期化 270
パッチのクロスブラウズ 282
パッチのコピー 269
パッチのペースト 269
パッチを初期化する 678

Redrum 593
パッチを選択 678
バッファサイズ

スライダー 439
バッファサイズ設定 59
パフォーマンスコントローラー オートメーションセレクター
208
パフォーマンスコントローラーエディットレーン ( ノートクリッ
プ ) 208
パフォーマンスコントローラーオートメーション

新しいレーンの作成 239
編集 239
シーケンサーでのレコーディング 137

既存クリップへ 139
レーンの削除 240

パフォーマンスコントローラーとしてのオートメーション 138
パフォーマンスコントロールとしてのオートメーション 707

パラメーターオートメーション
シーケンサーでのレコーディング 139

既存クリップへ 140
複数トラックへ 142
ループモード 140

レコーディング有効化 115
レコーディングの有効化 115

パラメーターオートメーションダイアログ 686
パラメーターオートメーショントラック

作成 84
パラメーターオートメーションレーン 208

削除 96
折りたたむ / 元に戻す 92
追加 / 作成 94
ミュート 98

ひ
ピッチを検出してルート音を設定 681
ビデオチュートリアル 712

ふ
ファイルフォーマット 289
フィルター

Dr. OctoRex 581
NN-XT 557
Subtractor 497

フェードイン / アウト ( サンプル編集ウィンドウ ) 377
フェードイン / アウト ディスプレイ ( オーディオクリップ ) 147
フェードイン / アウト ハンドル ( オーディオクリップ ) 148
フェードハンドル ( オーディオクリップ ) 172
ブラウザ

検索 284
お気に入りリスト 278
クロスブラウザ 282
について 271
ロケーションとお気に入り 278

フランジャー 647
プログラム起動時に最後に開いたソングを開く 343

へ
ヘルプメニュー 712
ベロシティー

編集 233
ベロシティーエディットレーン ( ノートクリップ ) 208
ベロシティーレーン 233
ベロシティでクロスフェードを作成 682

ほ
ホイールマウス

スクロールとズーム 37
ホストアプリケーション (ReWire) 426
ポストフェーダーセンド (Mixer 14-2) 473
ポリフォニー

NN-XT 551

ま
マウス - ノブ感度 38
マウス - ノブ操作時の感度 690
マウスモード ( オンスクリーン ピアノキー ) 51
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マスターキーボード入力 78, 699
バイパス 436

マスターコンプレッサー ( メインミキサー ) 317
マスターチューン 60, 693
マッピングバリエーション (Remote) 413
マルチコアオーディオレンダリング 59
マルチコアオーディオレンダリングの使用 59

み
ミックスダウン

シーケンサーでのレコーディング 129
ミックスチャンネルストリップ 304
ミックスチャンネルデバイス 304
ミュート

Redrum 601
ミキサー 473, 480

ミュート (M) ボタン 88
ミュートツール 100

め
メインミキサー

EQ セクション 312
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アサイン 422
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インストゥルメントトラックのレコーディング 133
オーディオトラックのレコーディング 125
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レイテンシー 433

二次ツール 102
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