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ようこそ！
REASON 4.0をお買い求め頂きありがとうございます！
バージョン4.0は、4回目のREASONのメジャーアップデートとなり、新たなデバイス、完全にデザ
インを見直してパワーアップしたシーケンサーの他多くの改良が加えられ、また一歩前進されまし
た。
音楽制作ツールとして REASON をお使いの世界中の人々 とのコミュニケーションが、まさに我々
プロペラヘッド社で開発にたずさわる者にとっての原動力なのです。
弊社スタッフと出会う場所の一つがWeb ページのソングアーカイブやメッセージボードです。ここ
はユニークなフォーラムで、プロフェッショナルとビギナーが平等に音楽制作に関するアイデア交
換を行う場所となっています。重要なのはこのフォーラムがあなたにも開かれているということで
す！弊社スタッフやフォーラム参加者の皆様とコミュニケーションしたり、ご自分で作られた楽曲
をアップロードして他の方に聴いてもらったりする経験を共有してみてください。弊社がお客様か
らの フィ ード バッ クに心 から 感謝 して いるよ うに、世 界中 の REASON ユー ザー の方 々か らの
フィードバックがお客様のお役に立つことでしょう。
弊社Propellerheadの webサイトをご覧ください!
敬具
Propellerhead Softwareスタッフ一同
http://www.propellerheads.se
日本語版マニュアル作成
株式会社エムアイセブンジャパン
http://www.propellerheads.jp
http://www.mi7.co.jp

このマニュアルについて
本書は「Getting Started 入門マニュアル」であり、REASON の基本的な使用方法を解説します。本
書には初めてREASON をお使い頂くための、チュートリアルセクションやガイドツアーが含まれて
います。
REASON の機能詳細については、
「オペレーションマニュアル」をお読みください。オペレーショ
ンマニュアルでは、メニューやコマンド、REASONのデバイスについて詳細に解説しています。

! 「オペレーションマニュアル」を読むには Adobe Acrobat Reader日本語版アプリケーションが必
要です。非常に一般的に使用さ れているアプリケーションなので既にインストールされている
可能性が高いですが、もしなければ REASONプログラムディスクにAcrobat Readerインストー
ラーがございます。

Macintosh と Windows について
REASON は Mac OS X でも Windows（詳しくは、次ページをご覧ください）でも使用することがで
き、インストール用ディスクも両プラットホームに対応しています。マニュアル内においても特に
指定がない限り、両プラットホーム共通の内容です。
Mac OS Xを起動している場合、"REASON メニュー "という追加メニューがあることをご確認くだ
さい。これは Windowsには存在しません。ここには "環境設定" メニューアイテム（Windowsでは "編
集"メニューにあります）が含まれています。
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REASONのパッケージに含まれるもの
購入されたREASON のパッケージには、以下のものが含まれています。
➜ The REASON 4 DVD
このディスクには、REASONプログラムインストーラー、REASON Factory Sound Bank
（REASON
で使用するサンプル、パッ チ、ループが収録されている２種類の大きなファイル）。これらの
ファイルは、REASONを最初に起動する際にハードディスクにコピーされます。また、このディ
スクには PDFフォーマットのドキュメント（マニュアル他）ファイルが含まれており、このPDF
ファイルを閲覧するための Adobe Acrobat Readerインストーラーが含まれています。
➜ 印刷したドキュメント
➜ The Product Authorization Card（プロダクトオーソライゼーションカード）
こ のカー ドには REASON を インス トールす る際に 要求さ れるラ イセン スナン バーと製 品の
ユー ザー登録に必 要なレジス トレーション コードが記載 されています。REASON を 再インス
トールする必要がある場合のために、ご自身で安全な場所に保管してください。

必要となるシステム
REASON を使用するためには、最低限、以下のようなシステムが必要となります。

! これは最低限のシステムであることに注意してください。REASON で多数のデバイスを使用し
たりする場合、より高速のコンピュータや多くの RAMを必要とします。

Mac OS X
•
•
•
•
•
•
•

G4（1GHz 以上）または Intel Mac
RAM 512MB（1GB以上を推奨）
1024 ×768ピクセル以上のカラーディスプレイ
DVD ドライブ
Mac OS X10.4以降
ハードディスクに 2 GBの空き容量
MIDI インターフェースおよび MIDI キーボード推奨

Windows
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Pentium 4/AMD Athlonまたはそれ以上
RAM 512MB（1GB以上を推奨）
DVD ドライブ
Windows XP SP2または Vista（Vistaの場合 RAM 1GB（2GB以上を推奨））
ハードディスクに 2 GBの空き容量
1024 ×768ピクセル以上のカラーディスプレイ
Windows対応の 16ビットサウンドカード。ASIO または DirectX対応を推奨
MIDI インターフェースおよび MIDI キーボード推奨

インストール
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オーディオハードウェアについて
オーディオハードウェアとは、ソフトウェアであるREASON とオーディオシグナルをやり取り（ス
ピーカー、ミキサー、ヘッドフォンなど）するコンピュータ用の周辺機器のことで、一般的なサウ
ンドカード、USBや FireWireオーディオインターフェース、または 内蔵出力（Macintosh の場合）
などを指します。また、マルチチャンネル入出力やデジタル接続を行うために高機能なオーディオ
ハードウェ アを使用すること も可能で、その場合は 対応するオーデ ィオドライバを正 しくインス
トールしなければなりません。

Mac OS X
➜ Macintosh 内蔵のオーディオ装置（サウンド入出力）を使用する場合
この 場合は特別 な設定を 行う必要は ありません。サ ウンド出力 をお使いの ミキサーや ヘッド
フォンと繋ぎ、サウンドコントロールパネルで音量を調節するだけです。
➜ その他のオーディオハー ドウェア（サードパーティ製オーディオハードウェアなど）を使用す
る場合
サードパ ーティ製オーディオインターフ ェースをRE ASONで 使用する場合は OS X 対応のもの
が必要となります。つまり Mac OS X（10.4以上）用のドライバがある機種になります。

1. オーディオハードウェアに付属するマニュアルに従って、オーディオハードウェアと必
要であればドライバソフトウェアをコンピュータにインストールします。
2. オーディオハードウェアのステレオ出力をスピーカーなどのリスニング機器（スピー
カー、ミキサー、ヘッドフォンなど）に接続します。
マルチチャンネル出力を ご使用になりたい場合は「オペレーションマニュアル」をご参照くだ
さい。ここでは標準的なステレオ出力の接続で解説します。

3. オーディオハードウェアが正しく認識されているかテストします。オーディオハード
ウェアによっては、テスト用のソフトウェアが添付しているものもあります。

Windows
（ ASIO対応とは、
➜ 可能 であれば 、ASIO対 応のオーデ ィオハード ウェアを 使用してく ださい。
ASIOドライバが用意されているオーディオハードウェアです）
ASIOドライバは、よりよいパフォーマンスとより少ないレイテンシーを実現します（詳細は17
ページをご覧ください）。
➜ ASIO対応のオーディオハードウェアが用意できない場合は、お使いのオーディオハードウェア
が DirectX をサポートしているか確認します。
DirectXとは、Windows標準のマルチメディアアーキテクチャーの名称です。
➜ REASONでは、ASIOあるいはDirectXのどちらにも対応していないオーディオハードウェア/ サ
ウンドカードを使用することもできます。
こ の場合は、Windows MME（Windows Multi Media Extensions）を経由し てオー ディオハ ード
ウェアを利用することになります。しかし Windows MME ではレイテンシーが大きくなってし
まう場合があり、なるべく ASIO あるいは DirectX対応のオーディオハードウェアの使用を推奨
します。（オーディオのレイテンシーについては後述します）
。
オーディオドライバとしてASIO、DirectX、Windows MMEのいずれを使用する場合でも、まず以下
の項目を確認してください。
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1. オーディオハードウェアを使用するための最新バージョンのドライバをインストールし
てください。
最新 バージョン のソフトウ ェアは、ほとんど の場合オー ディオハー ドウェアの 開発元の Web
ページで入手することが できます。詳しくは、オーディオハードウェアのメーカーにお問い合
わせください。

2. オーディオハードウェアに付属するマニュアルに従って、オーディオハードウェアおよ
びソフトウェアを適切にインストールします。
3. ミキサーやスピーカーなど、ご使用の再生装置にオーディオハードウェアのステレオ出
力を接続します。
マルチアウトプットについて（2チャンネル以上の出力を行う場合）は、
「オペレーションマニュ
アル」をご参照ください。
このマニュアルでは、標準的なステレオ出力の接続で解説します。

4. コンピューターでオーディオを再生してオーディオハードウェアが正しく認識されてい
るか確認します。
ASIO 対応のオーディオハードウェアを使用する場合は、ASIO に出力することができるソフト
ウェアを使用して確認します。DirectX あるいは Windows MME 対応のオーディオハードウェア
を使用する場合は、Windowsに含まれる Windows Media Playerを使用して確認することができま
す。

MIDIインターフェースについて
REASON は外部 MIDI 機器を接続しなくても（パターンの再生、ループ再生、ノート情報やオート
メーション情報をペンシルツールで書くなど）使用することができますが、REASONが備える機能
をフルに活かすことはできないでしょう。
REASON の機能をフルに 活用するためにも、何 らかの MIDI コン トローラー機器（USB インター
フェース付MIDI キーボードなど）を接続することをお勧めします。
➜ MID Iイン ターフェ ースをコン ピュータと 接続する際 は、MIDIドラ イバのイン ストール方 法な
ど、付属するマニュアルに従って適切に行ってください。
➜ REASONは複数ポートの MIDI入力が可能で、少なくとも2 ポート以上のMIDI入力を同時に行う
ことができます。
例えば、外部MIDIコントロールサーフェイスデバイスで REASONのパラメータをコントロール
しながら、外部シーケンサーなどを利用することもできます。
• USB経由 で接続したM IDIインターフ ェースの中には ドライバのイン ストールが不要 なものが
あります。この場合インターフェースを接続するだけで準備 OKです。
• それ以外のより高機能な MIDIインターフェース（もしくは少なくとも複数入力のような優れた
機能を持つ製品）の場合、ドライ バのインストールが必要です。詳しくはインターフェースに
付属するドキュメントをご参照ください。

MIDI の接続
➜ キーボードとコンピュータを USBケーブル一本で接続
多くの USB キーボードは " プラグアンドプレイ " 対応ですが機種によってはドライバのインス
トールが必要なものもあります。MIDI キーボードのマニュアルをご参照ください。
または、

インストール
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➜ MIDIインターフェースのMIDI入力端子に、お使いのMIDIキーボードやその他のMIDIコントロー
ラーの MIDI出力端子からケーブルで接続します。
これだけで外部の MIDI 機器から REASON をコントロールすることができます。また REASON
では複数の MIDI ポートから入力することもできます。詳しくは「オペレーションマニュアル」
をご参照ください。
➜ U SBキーボード をご使用 でない場合 は、MIDI キーボ ードの MIDI 入力端子か らMID Iイン ター
フェースの MIDI 出力端子にもケーブルで接続します。
これは絶対に必要と言う訳ではありません。しかし、こうすることにより REASONを初めて起
動した時に現れる "REASON セットアップウィザード " や 環境設定" のデバイス自動検出時に
双方向コミュニケーションを可能にします。自動検出への対応 / 非対応は MIDIキーボードの機
種によります。

! もし複数の MIDIコントロールサーフェイスを使用したい場合は、それらの複数の MIDIコント
ロールサーフェイスをそれぞれ別々の MIDIポートに接続するか、または USBで直接コンピュー
タを接続する方法を推奨します。

新バージョンへのアップグレード
以前のバージョンからアップグレードする際は、下記をご参照ください。
➜ 新しいバージョンをインス トールされる前に、古いバージョンをアンインストールされること
をお奨めします。
Windowsでお使いの場合は、アンインストール機能（コントロールパネル/ プログラムの追加と
削除）をお使いください。Mac でお使いの場合は、単にプログラムファイルをゴミ箱にドラッ
グして捨ててください。アンインストールを行うことによって、バージョンやショートカット、
エイリアスなどにおいて正しいファイルを認識でき、混乱を避けてくれます。

REASONをインストールする
! 古いバージョンで作成されたソングファイルや ReFill などのバックアップは新バージョンのイ
ンストールの前に必ず行ってください。
REASON のインストールは以下の手順で行います。
➜ REASON 4のディスクを DVDドライブに挿入します。
インストール手順は MacもしくはWindowsコンピュータによって異なります。
Windows

1. DVD アイコンを開き、"Install REASON" アイコンをダブルクリックします。
システム設定によっては自動的にインストーラーが起動することもあります。

2. 表示されるダイアログの指示に従ってインストールを進めます。
インストールが始まる前に、言 語の選択とインストール先のディレクトリの指定とデスクトッ
プにプログラムへのショー トカットを作成するオプションが提示されます。インストールの終
了後、そのまま REASONを起動するオプションが表示されます。
Mac OS

1. "REASON" フォルダーをハードディスクのアプリケーションフォルダーにドラッグ / ド
ロップします。

10

インストール

Sound Bank について
初めてREASON を起動するとREASON 4ディスクを挿入するよう示されます。ディスクを挿入する
と Factory Sound Bank.rfl と Orkester.rflがハードディスクにコピーされます。このファイルは、大き
な容量をもつ 1つのファイルで、中には多数のパッチ、サンプル、ループが含まれています。これ
らはシンセサイザーのサウンド ROM のようなもので、お客様が最初にご利用する基本的な音源と
して提供されています。

プログラムの起動
REASON のファイルがハード ディスクのフォルダー内にイ ンストールされました。Windows の場
合、全ての REASON関連項目がスタートメニューにも追加され、デスクトップ上に REASONプログ
ラムのショートカットを作成することも可能です。

1. REASON フォルダー内もしくはスタートメニューからアクセス可能な"Read Me" ファイ
ルをお読みください。
"Read Me" ファイルはマニュアルに掲載できなかった重要な最新情報が含まれています。

2. REASONアイコンをダブルクリック、もしくはスタートメニューのREASON項目を選択
してプログラムを起動してください。
3. ソフトウェア使用許諾が表示されます。
読み終えたら "了承する"をクリックしてください。

4. REASON 4 ディスクを挿入する表示がでましたら、
DVDドライブにセットしてください。
Factory Sound Bank.rfl と Orkester.rflは自動的に REASON プログラムフォルダーにコピーされま
す。コピーされている間（多少の時間がかかります）、進行状況を示すメーターといくつかのス
プラッシュスクリーンが表示されます。

5. オーソライズフォームが現れますので、必要事項を記入します。
お客様のライセンスナンバ ーはパッケージに同梱された製品オーソライズカードに掲載されて
います。
ダイアログが現れ、弊社 Propellerhead の webサイトにてご購入された製品を登録するかを尋ねられ
ます。登録を行うことで、すぐに REASON用無料の追加サウンドにアクセスするなどの特典が得ら
れます！

! オンラインで登録作業を行うためにはインターネット接続環境が必要です。
弊社 Propellerhead
➜ "いま登録する"ボタンをクリックすると、インターネットブラウザが起動し、
web サイト上の登録ページにアクセスします。
この後の手順は webページをご参考ください。登録完了後、インストールダイアログの"続ける
"ボタンをクリックします。
➜ インストール時に登録を行わない場合、"後で登録する"ボタンをクリックしてください。
必要 な場合にはい つでも登録 作業が可能で す。その際は REASON の " コン タクト " メニュー
(Macintosh)、または " ヘルプ" メニュー (Windows)から"REASON のユーザー登録をする "を選択
するか、www.propellerhead.se/register にアクセスしてください。
これでイ ンストールが完 了しプログラ ムが起動しま す。次に新しいダイ アログ "REASON セット
アップウィザー ド " が開き REASON を使用するための基 本的な設定を行います - この説明は次章
"セットアップ "にて行います。

インストール
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セットアップ

この章について
ここでは REASON を使い始める前の、ソフトウェアセ ットアップについて解説します。REASON
のオーディオ出力とMIDI コントロールの設定を最初に行います。

最初の起動時- REASONセットアップウィザード
前章での説明通り正しくインストールが終了すると、REASON が起動します。最初に REASONセッ
トアップウィザードが表示されます。
セットアップウィザードは、インストール後の起動時にのみ現れるものです。
Windows で お使 いの 場合 は、最初 表 示言 語を 選択 する ウ ィザ ード が表 示さ れ ます。" 日本 語 Japanese"を選択して" 次へ"をクリックします。

! Macをお使いの場合は、このウィザードは表示されません。Macでは、Mac OS X の"システム環
境設定 "の"言語環境 "の順番が日本語になっていれば、REASON 4は自動的に日本語版として表
示されます。

（Mac画面）

（Windows画面）

! セットアップウィザードで設定した内容は、後から "環境設定 "ダイアログでいつでも変更する
ことが可能です。
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➜ まず最初にセットアップウィザードは、互換性のあるオーディオドライバを検出します。
一番最初に検出された互換 性のあるドライバが自動的に選択されます。選択されたドライバが
希 望通りの もので あれば、そ のままで 問題あ りませ ん。もし違う 場合は、" オ ーディオ 出力
(Mac)"" サウンドデバイス (Windows)" ポップアップメニューか ら希望のオーディオドライバを
選択してください。どのドライバを使えばいいのか分からない場合は、18 ページをご参照くだ
さい。

（Mac画面）

（Windows画面）

➜ 次に REASONは、マスター MIDIキーボードを自動検出します。
検出された MIDIキーボードを使う場合は"設定する " をクリックして次に進んでください。

（Mac画面）

（Windows画面）

セットアップ
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➜ REASONが接続されているキーボードを検出できない場合、もしくは検出されたMIDIキーボー
ドを "設定しない"をクリックした場合は、以下の方法でマスターキーボードを設定します。
最初に " メーカー " を選択し、次に" モデル" を選択してください。お使いのキーボードの機種
がリストにない場合は "Other"を選択してください - 以下参照。

（Mac画面）

（Windows画面）

! REASONにデバイスを自動検知させるには、双方向の MIDIコミュニケーション（USBケーブル
またはMIDIキーボードのMIDI In/Outの両方がMIDIインターフェースを経由してREASONと接
続されていること）が必要です

! MIDIキーボード（コントローラー）は必ずしもリストに登録されているモデルである必要はあ
りません。旧モデルのキーボードなどがこれに当てはまります。この場合、"メーカー "ポップ
アップメニューから "Other"を選択することによって使用することができます。
➜ さらに、使用するMIDI入力（Input/ port）およびMIDI出力（Output/ port）ポートの設定を行います。
これはポップアップメニューから手動選択、または " 検出 ..."ボタンをクリックして表示される
"MIDI ポート設定"ウィンドウで MIDIキーボード（コントローラー）を演奏して MIDI情報を検
出させることでも設定可能です。

（Mac画面）
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（Windows画面）

➜ もし MIDIキーボードやリモートコントロールサーフェイスを追加する場合は、"環境設定 " ダイ
アログで設定を行います。詳しくは 21ページをご参照ください。
セットア ップウィザードは現在接続されてい る MIDI マスターキーボー ドデバイスだけを設定
するようになっています。
ここまで問題なく進むとオーディオとMIDI の接続（オーディオの再生やREASONと MIDIデバイス
の接続に必要な基本的な設定）は完了です! REASON が起動しデフォルトソングが開きます。
もしなんらかの理由によって、セットアップウィザードで必要なセッティングがうまくいかなかっ
た場合、もしくは他のデバイスを追加したい場合は、" 環境設定"ダイアログで設定しなおしてくだ
さい。
それでは次に進みます。

環境設定について
ユーザーが任意で設定を行う場合は、後の解説に従って " 環境設定 " ダイアログの設定を変更しま
す。この "環境設定"ダイアログは、Mac OS Xの場合は "REASON"メニューから,Windowsの場合は"
編集"メニューから開くことができます。

"環境設定"ダイアログ

✪ 本書では重要な初期設定 の項目のみ解説します。他の項目については「オペレーションマニュ
アル」をご参照ください。

セットアップ
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オーディオ（ハードウェア）のセットアップ
セットアップウィザードでの 設定がうまくできない場合は、手動で REASON とオーディオハード
ウェアの接続に関する設定を行う必要があります。まず初めにオーディオハードウェアの設定を行
います。オーディオハードウェアの設定を行うには、任意のオーディオドライバを選択します。

1. " 環境設定" ダイアログ上部のポップアップメニューから " オーディオ"ページを選択しま
す。

（Mac画面）

（Windows画面）

2. "Audio Output（サウンドデバイス）" ポップアップメニューから任意のオーディオドラ
イバを選択します。
使用しているプラットホ ームによって、オプションが異なります。オプションがあなたのセッ
トアップで適用不可の場合、それはダイアログ上でグレーアウト表示されます。

Mac OS X
（内蔵オーディオまたはイン
➜ 使用したいハードウェアと対応するオプションを選んでください。
ストール済みのオーディオハードウェアなど）。

Windows
➜ ASIO対応のオーディオハードウェアを使用している場合は、ASIOドライバを選択します。
ASIOドライバを使用することによって、REASONとオーディオカードとの間でオーディオシグ
ナルとのやり取りをダイレ クトに行うことができます。これによりオーディオカードの性能に
よって、低オーディオレイテンシーやマルチ出力も実現します。
➜ ASIO対応ではな いオーディオハ ードウェアやサ ウンドカードを 使用している場 合は、"Direct
Sound"ドライバを選択します。
これによって、REASON は Direct Sound（DirectX のコンポーネント）とオーディオシグナルの
やり取りを行います。この場合はDirectXおよびオーディオハードウェアやサウンドカードのた
めの Direct Soundドライバが正しくインストールされている必要があります。
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➜ お使いのオーディオハードウェアやサウンドカードが Direct Sound をサポートしていない場合
（Direct Sound ドライバが用意されていないオーディオハードウェアを使用する場合）、"MME
Driver" を選択します。
MME は"Windows Multimedia Extensions"のことで、オーディオやMIDI を取り扱うWindowsの機
能の一部分です。オーディオレイテンシー（遅延）が比較的大きくなる場合があります。
（以下
参照）。

レイテンシーとその他オーディオ設定について
"オーディオ" ページにはサウンドカードに関する追加設定項目があります。もっとも重要な箇所は
"バッファサイズ" と" 出力レイテンシー " に関連する記載箇所です。

レイテンシ ーとは再生時にプ ログラムからオーデ ィオ情報が耳に届 くまでに発生する 遅れのこと
です。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やそれを制御するドライバや
設定によって変化します。
レイテンシーが大きい場合、MIDI キーボードからデバイスを 演奏するサウンドが遅れて聴こえま
す。また、デバイ スパネルでコン トローラーを調整 している際にそ の反応が遅くな ります（例え
ば、デバイスのボリュームを下げるとき、リアルタイムにボリュームが変更されず、レイテンシー
を伴って遅れて変更されます）
。
レイテンシー値が大きいと感じた場合は設定を調整する必要があります。
• 可能であれば、バッファサイズスライダーを使用してレイテンシー値を下げてください。
• グレーアウト表示されてい る場合は、オーディオハードウェア用のコントロールパネルでバッ
ファサイズを下げることもできます。
詳細は「オペレーションマニュアル」をご参照ください。

セットアップ
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MIDIのセットアップ
REASON では、MIDI キーボードまたはリモートコントロールデバイスのことをコントロールサー
フェイス（コント ローラー）と呼びます。コントロ ールサーフェイスから の MIDI インプット は、
Remoteと呼ばれるシステムによって扱われています。以下が主な特徴です。
➜ 同時に多数のコントロールサーフェイスを使用できます。
➜ 多 数のコン トロー ルサーフ ェイス に対応し ていま すーコ ントロー ラーに 搭載され たツマ ミ、
フェーダー、ボタンは自動的にREASONデバイスの一番頻繁に使用されるパラメーターにアサ
インされます。
コントロールサーフェイス の設定をデバイスごとに変える必要はありませんーコントロールす
るデバイスを SubTractor トラックから Malströmトラックに変えたとしても、コントロールサー
フェイスは自動的に対応します。
コントロールサーフェイスを REASON で使うための設定は一度だけで済み、残りは REASONが
処理します。
➜ 現在ネイティブ対応していないコントロールサーフェイスには、汎用ドライバを使用できます。
汎用ドライ バと共に、REASON 2.5 で使用していたテンプレートや設 定をそのまま使用するこ
とができます。
もちろん Remote 対応のコントロールサーフェイスのドライバは今後もアップデートされます 詳しくは Webページにて。
➜ デフォルトでは全てのコントローラーはシーケンサーの MIDIインプットに追従します。
つまり MIDI インプットをシーケンサートラックにアサインすると（Ver. 25 のように）コント
ロールサーフェイスも同じトラックのデバイスにルーティングされます。
➜ コントロールサーフェイスを任意のデバイスにロック（専用に設定）することができます。
例えば、MIDIインプットに追従するマスターキーボードとミキサー操作用にロックされたコン
トロールサーフェイス、とい うように使い分けることができます。この場合ミキサーにロック
されたコントロールサー フェイスによって、常にレベルやパンを制御することができます。こ
れに関しては、「オペレーションマニュアル」でも説明されています。
➜ リモートオーバーライド機 能によりコントロールサーフェイス上の特定のコントローラーを任
意の REASON パラメーターや機能にアサインすることができます。
例えば、特定のツマミ、またはフ ェーダーをミキサーのマスターレベルフェーダーにアサイン
したり、コントロールサーフェイスのボタン類をREASON のトランスポート（再生、停止、録
音、他）にアサインすることにより、MIDIインプットのトラックアサインとは関係なく常にこ
れらの操作を制御することができます。これに関しては、
「オペレーションマニュアル」でも説
明されています。
➜ リモート はさらに一部の MIDI フィードバック機能付コントロールサーフェイスに対応してい
ます。
REASON 4.0 に対応して いるこれらのコントロールサーフェイス をお持ちであれば、モーター
フェーダー、メーター、ディスプレイなどフル活用できます。
➜ REASON 4のDocumentation フォルダに、"Control Surface Details.pdf（コントロールサーフェ
イス詳細）"が収録されています。
ここには対応しているコントロールサーフェイス関する役立つ情報が含まれています。
セットアップウィザードにおいてマスターキーボードを特定し、それ以外にコントロールサーフェ
イスを使用しないのであれば、これ以上特別に操作を行う必要はありません。しかし、コントロー
ルサーフェイスを新しく追加したい、もしくは設定を編集したい時などには、" 環境設定"をご利用
ください。
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コントロールサーフェイスを追加する
1. "環境設定" ダイアログを開き "キーボード＆コントローラー " ページを選択します。
2. コントロールサーフェイスがUSB経由で接続されている（または双方向MIDI接続）場合、
"コントローラーを自動設定"ボタンを押します。
REASON は全てのMIDIポートをスキャンし、接続されたコントロールサーフェイスの検知を試
みます。全てのコントロールサ ーフェイスが自動検知に対応しているわけではないのでご注意
ください。

"登録済の機器" リストに検知されたコントロールサーフェイスが列挙されます。

3. 手動でコントロールサーフェイスを追加するには "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ラーのメーカーを選択します。
メニューにメーカー名がない場合は以下をご参照ください。

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ラーの機種を選択します。
メニューに機種名がない場合は下記をご参照ください。

セットアップ
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6. 選択されたコントロールサーフェイ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。-以下をよくお読みください。
機種によっては REASON 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イスが接続さ
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イ
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イ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"in 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。
➜ コントロールサーフェイスの機種によっては"MIDI 出力
（Out put/port）"ポップアップメニューが
あるものもあります。
これに "オプション"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 MIDI出力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 フェイスを使用する場合
に該当します。

8. "名前"欄にてコントロールサーフェイ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イスを追加します。
➜ コントロールサーフェイス 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 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イスはリストに表示
されます。
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お持ちのコントロールサーフェイ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イスが"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、REASONのリモートに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
ロールサーフェイスは、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：
➜ "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：
➜ "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。
• "MIDI Control Keyboard"
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 Control Surface"
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
ローラーを使用の場合はこれを選択してください。
各 REASON 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 ーフェイス を設定する必 要がありま す - REASON ド キュメンテ ーション
フォルダー内の "インプリメンテーションチャート "をご参照ください。コントロールサーフェ
イスに REASON2.5 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 Keyboard (No Controls)"
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 択してく ださい。演奏 のみに使 用されま す（Pitch Bend、ModWheel 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 ールサーフェイスでは REASON
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。
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イスの内、ひと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 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 インプ ットに追従 します）。このコン トロールサ ーフェイス を使って
REASONのインストゥルメントデバイスを演奏します。
➜ 最初に追加された鍵盤付きのコントロールサーフェイス（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 "ウィンドウの" 登録済の機器"リストに表示されます。
➜ 別のコントロールサーフェ イ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。
➜ 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
ロールサーフェイ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
スターキーボードを解除 "に変ります）。

セットアップ
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マスターキーボード入力
マスターキーボード入力の設定を選択します。
➜ スタンダード
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切り換わります。
➜ セパレート
マスターキーボード入力と トラックの選択とは独立させる。トラックリストのデバイスアイコ
ンをクリックすることでマスターキーボードの入力は選択されます。
（トラックネームをクリッ
クかトラックリストをクリック）

その他の機能
➜ コントロールサーフェイス 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
イ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）。
必要に応じ名称と MIDIポート設定を変えることができます。
➜ コントロールサーフェイ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。
➜ "REASONで使用する" チェックボックスを無効にすることにより任意のコントロールサーフェ
イスを「切る」ことが可能です。
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イ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MIDI設定"ページもあります。
しかし、このページは"高度な MIDI設定" 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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デフォルトソングの設定
REASONを起動すると毎回デフォルトソングが開きます。デフォルトソングにはいくつかのデバイ
スとシーケンスデータが含まれており、再生することができます。また、" ファイル"メニューから
"新規" を選択するといくつかのデバイスを含んだデフォルトの「ひな形」ソングが開きます（シー
ケンサーにソングデータはない）。ひな形ソングは新しい曲を作り始めるスタート地点の役割と言
えます。
好みに応じてこのデフォルトソングを変更することができます。手順は以下の通りです：

1. Mac OS Xの場合は、"Reason"メニュー、Windowsの場合は、"編集 "メニューから"環境
設定 "ダイアログを開きます。
2. ダイアログ上部にあるポップアップメニューから "一般設定"ページを選択します。

3. ページ中央に "起動時に開くソング" というセクションがあります。
次の３つの選択肢があります："空ラック "、"デモソング"、"カスタム "。

この中から使用したい設定のラジオボタンをクリックして選びます。

• 空ラック - ほとんど空のラックです。REASONの"Hardware Device"だけが含まれています。
• デモソング - REASONに内蔵されたソングです。数種のデバイスが含まれています。このソング
を通常の方法 -" ファイルブラウザ " を用いて - 開くことはできません。なぜならこのソングは
" 独立した ".rns ファイルではないからです。従ってこのソングを REASON フォルダーのどこか
に配置しておくこともできません。

セットアップ
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• カスタム- カスタマイズされたデフォルトソングを選ぶことができます。REASONのソングなら
どれでも選択可能ですから、い つも同じようなデバイスを使用しているなら以前に作成したソ
ングをデフォルトソングに するのも良いでしょう。この方法では全ての新規ソングは同じデバ
イス設定となります。
➜ カスタムのデフォルトソ ングを選択する場合、右側のフォルダーアイコンをクリックし、選び
たい REASONソングを選択してください。
選択後、選んだソングの名前がテキストボックス内に表示されます。
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この章について
この章はガイドツアー形式でREASON の各デバイスや基礎知識を簡潔にご紹介します。

! この章に進む前に、前章を参考にして REASONのインストール、コンピュータやコントロール
サーフェースとの接続を完了しておいてください。
この章に進むとREASON の各デバイスやその機能や使用例を簡潔に紹介しています。REASONの全
体像について理解しやすくなると思います。

ガイドツアー
ラック

このバーチャルラックがREASON の心臓部となります。バーチャルラックの最上部には "Hardware
Device（ハードウェアデバイス）" が常に配置されています。このデ バイスは、オーディオハード
ウェアとのコミュニケーションを行います。この下にお望みのデバイスを好きなだけ（お使いのコ
ンピュータ環境が許す限り）作成していくことが可能です。その他のデバイスについてはこの後を
ご覧ください。
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ラックの背面
キーボードの[Tab] キーを押すか、"オプション"メニューの "ラックの前面/ 背面表示を切替える"を
選択するとラックの背面を表示します。

ご覧のように、背面での接続にはバーチャルパッチケーブルが用いられ、ソフトシンセデバイスと
ミキサ ーデバイス の接続に は赤色のケ ーブル、エフ ェクトデバ イスの接 続には緑色 のケーブ ル、
Combinator の接続には青色のケーブル、CV シグナルの接続には黄色のケーブルとして表示されま
す（CVとは"Control Voltage"の略で、パラメーターのコントールやサウンドをトリガーする際に用
います）
。バーチャルパッチケーブルを接続するのは簡単で、デバイスの入 /出力端子をクリックし
て別の入/ 出力端子までドラッグするだけです。
ラックを再び前面にするには、裏返した時と同じ操作を行います。

Getting Started
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Transport panel（トランスポートパネル）

Transport panel（トランスポートパネル）はラック最下部（またはシーケンサーウィンドウ下部）に
配置されています。"transport panel（トランスポートパネル）" には通常のトランスポートコントロー
ルのほか、ソングの位置、テンポ表示とCPU 使用率（DSP）メーターなども含まれています。

Sequencer（シーケンサー）
Sequencer（シーケンサー）はラックの下のエリアに配置されています。Sequencer（シーケンサー）
では、ノート情報やコントロール情報、パラメーターオートメーション、パターンチェンジなどの
録音および編集を行います。
Sequencer（シーケン サー）エリアの左部分 は、トラックリスト欄と してシーケンサー トラック名
（デバ イス名と一致）が表示されています。トラックリストの左側 にそのトラックで使用されてい
るデバイスの小さなイメージが表示されます。シーケンストラックはデバイス毎に１トラック作成
されます。そのトラックの中には、ノートやオートメーション・コントロールデータをそれぞれ記
録する " レーン " を複数作 成することが可 能です。トラッ クリスト欄では 、すべてのトラ ックの
ミュートまたはソロの設定、レーンのミュート、追加および削除など行えます。

トラックリスト

Sequencer（シーケンサー）エリアの右部分は、アレンジモード表示とエディットモード表示の2種
類のモードが中心となっています。
アレンジモ ード表示が選択さ れているとき、トラッ ク上に録音され たイベントが含ま れているク
リップが垂 直に並んで表示さ れます。シーケンサー 上部のルーラー は小節／拍の位置 を表示しま
す。
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シーケンサーのアレンジモード表示

また、トラック 上のクリップに含 まれているデータ を編集するエデ ィットモードでも 表示できま
す。下図のようにエディットモード表示では常に１つのトラックのデータを表示します。エディッ
トモード表示では、シーケンサーエリアには 1つあるいは複数のレーンが含まれ、レコーディング
されたデータを詳細に表示します。これらのレーンは、ノートやパターンチェンジ、コントロール
チェンジなどを編集するために用意されています。

エディットモード表示（Redrum の各ドラムパート、ベロシティ、パターンおよび２種類のコントロール
データレーンが表示されています）

Getting Started
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ツールウィンドウ

ツールウィンドウは、デバイスの追加やデータの編集、調整またはグルーヴパラメーターの調整を
素早く使い易い方法で提供します。デバイスページ（REASONに含まれているすべてのデバイスが
選択可能です）
、ツールページとグルーヴページの３つのページの内１つを表示します。ツールウィ
ンドウはREASON のメインウィンドウとは別に表示され、キーボードの [F8] キーを押すか、"ウイ
ンドウ"メニューの "ツールウィンドウを表示/ 隠す"を選択します。

各デバイスの概要
REASON には以下のデバイスが用意されています。

Hardware Device（ハードウェアデバイス）

このデバイスは、お使いの外部ハードウェアとのコミュニケーションを行います。
オーディオ出力のインジケータとレベルメーターが装備されています。これらは REASONのデバイ
スの出力をご使用のオーディオI/O出力に割り当てるためのものです。REASON は最高 64チャンネ
ルのオーディオ出力に対応しています。使用しているオーディオデバイスのオーディオ出力が標準
的なステレオ出力の場合は、"Mixer"からのステレオ出力が自動的に" Hardware Device "の出力端子
に接続されます。
" パ ネ ル左 部 にあ る "ADV. MIDI DEVICE " ボ タン を クリ ッ クす る と、Hardware Device の下 に
ADVANCED MIDI DEVICE が現れます。ここではMIDI 入力チャンネルの設定ができ、外部のマル
チチャンネルMIDI機器から REASONをコントロールするための各デバイスのMIDIチャンネルの設
定が可能です。

! 1 ポートのMIDI インターフェースを使用する場合は、MIDIについては"Hardware Device"を使
用する 必要はありません。（この場合、MIDI デ ータはそのままシーケ ンサーに入力されま す。
詳しくは、チュートリアルの章で説明しています。）

! "Hardware Device "はラックに固定されており、削除することができません。
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Combinator （コンビネーター）

Combinatorは既存のデバイスを混合した新しい「カスタム」デバイスの作成を可能にします。あら
ゆる REASON デバイスのコ ンビネーションを「Combinator」パッチとして保存する ことができま
す。例えば、１つにレイヤーされたインストゥルメント、インストゥルメント / エフェクトのコン
ビネーション、そしてエフェクトチェーンなどを構築できます。Combinator内のデバイスはベロシ
ティ / キーゾーンにマッピングできるうえ、あらゆるデバイスパラメーターや機能にも設定が可能
なロータリーノブとボタンも装備しています。

Mixer 14:2（ミキサー）

Mixerは 4つのエフェクトセンド、2バンドイコライザーをチャンネル毎に備えた14ステレオ入力の
ミキサーです。異なるデバイスの出力をミックスすることができ、レベルやパンなどの設定を行う
ことができます。いわゆるハードウェアのミキサーと同等の仕様となっています。

Line Mixer 6:2（ラインミキサー）

ステレオチャンネル６系統、ステレオセンド / リターン１系統のシンプルなミキサーです。基本的
なミックス機能だけ必要な時などに使えます。Combinator内のデバイス出力をミックスするのに最
適です。

Getting Started
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SubTractor（アナログシンセサイザー）

SubTractor は洗練されたアナログシンセを思い出させるポリフォニック仕様のアナログシンセサイ
ザーです。2 基のオシレーター、2基のフィルター、そして豊富なモジュレーション機能を備え、太
いベース、広がり豊かなパッド、鋭いリードサウンドなどを作り出すことができます。

Thor（ポリソニックシンセサイザー）

Thor は厳選された幾つかのビンテージシンセを基に設計されたアドバンスド セミモジュラー ポリ
ソニック シン セサイザーです。搭載される数種 のオシレーター、フィルタータ イプはスロットに
読み込むこ とができますの で、様々な音色を作り 出す事ができま す。また多機能モジ ュレーショ
ン・セクションやアナログスタイルのアドバンス ステップ シーケンサーも装備します。
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Malström Synthesizer（グレインテーブルシンセサイザー）

Malströmは２オシレーター、２モジュレーター、２フィルター、ウェーブシェーパーに加え、多く
のモジュレーション機能とルーテ ィングオプションを備えたポリフォニックシンセサイザー です。
「Graintable」シンセシスの概念に基づいて設計されており、驚くほど抽象的、鋭い、歪んだ、うね
るサウンドを作り出すことが可能です。

NN-19（デジタルサンプラー）

NN-19 はサウンドファイル（WAVE あるいは AIFF）を読み込んでキーボード上にマッピングする
ことができる、マルチサンプル対応のデジタルサンプラーです。1種類あるいは複数のサウンドファ
イルを読み込んだ後、フィルター、エンベロープ、LFO などのシンセスタイルのパラメーターを設
定して音色をエディットすることができます。

Getting Started
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NN-XT（アドバンスドデジタルサンプラー）

NN-XT は NN-19 同様にサンプル（WAVE / AIFF / Soundfont / REX ファイル）をロードして、キー
ボード上にマッピングし、マルチサンプルのパッチを作成します。シンセタイプのパラメーター；
2LFO、2 エンベロープ、2フィルターを用いてサウンドのエディットが可能です。更にNN-XTは２
つ以上のサンプルを同じキーレン ジ内にアサインしてマルチレイヤーを作成することができ ます。
同じキーレ ンジに異なるサン プルをマッピング できるのです。その 他便利な機能とし てはベロシ
ティ値によるキーマップの切り替えが挙げられます。

Dr.Rex（ループプレーヤー）

Dr.Rexは同社のREXファイル作成ソフトウェア「ReCycle!」で作成された REXファイル専用のルー
ププレーヤーです。ReCycle! を使用することでREXファイルの作成が行えます。REXファイルとは
時 間 軸 上 で 素材 を ス ラ イ ス し て、素 材 の ピ ッチ を 変 更 せ ず に テ ン ポ の 変 更を 可 能 に す る
Propellerhead 社の開発したファイルフォーマットです。
REX ファイルを Dr.Rex に読み込めば、サウンドファイルをどんなテンポでもプレイバックするこ
とができ、スライス毎にパラメータ ーを設定し、MIDI データ を抽出することができます。もちろ
んフィルターやエンベロープ、LFO などのパラメーターも装備されています。MIDI キーボードか
らスライスを演奏することも可能で、スライスには MIDI ノートナンバー（最初のスライスが C1）
が割り当てられます。REASON には多くのREX ファイルが付属しており、それらは "Factory Sound
Bank"に含まれています。
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Redrum（ドラムマシン）

Redrum はドラムチ ャンネル毎にサウンドファイルを読み込むことが できるサンプルベースのドラ
ムマシンです。ド ラムチャンネルに は任意のサウンドフ ァイル（AIFF、WAVE、Soundfont、REX
ファイル）を読み込んだり、また完全なドラムキットとして専用のパッチファイル（"Factory Sound
Bank" 内に多数含まれています）を開くことができます。各ドラムチャンネルには、ピッチ、レベ
ル、ベロシティレスポンスなどのパラメーターも用意されています。
旧来のドラムマシンのように、
Redrumにはシャッフルやフラムオプションを装備したパターンシー
ケンサーが内蔵されています。もちろん単なるサウンドモジュールとして Redrum を使用すること
もでき、MIDI キーボードで演奏 することもできます。内蔵のパ ターンシーケンサーと "Sequencer
（シーケンサー）" からのコントロールを組み合わせることもでき、複雑なドラムパターンを作り出
すことができます。MIDI キーボードから演奏する場合は、Dr.Rex と同様に各ドラムチャンネルに
はM IDIノートナンバーが割り当てられます（ドラムチャンネル1がC1となります）
。

MClass マスタリングスイート

MClass Mastering Effects は４種の高品位サウンドプロセッサーから構成され、マスタリングエフェ
クトとしての使用に適しています（もちろん他の用途でも効果的です）
- つまり REASONの最終ミッ
クス出力の処理に効果的です。MClass エフェクトは４種全てから構成されるCombiとして、または
各種単独での使用が可能です。Factory Sound Bank には様々 な用途に最適化されたマスタリング用
エフェクトパッチが複数含まれています。
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MClass エフェクトシリーズは以下のデバイスから構成されます：

MClass Equalizer（イコライザー）

2 バンドパラメ トリックイコ ライザーにハイ とローシェル ビングバンド とローカットフ ィルター
が備わったデバイスです。イコライザーカーブを表示するグラフィックディスプレイで設定を確認
できます。

MClass Stereo Imager（ステレオイメージャー）

低周波数域と高周波数域（設定可）に入力信号を分離し、それぞれのステレオ音場内の幅を独立調
整するデバイスです。典型的な使用法では高周波数域をワイドに広げ、低周波数域をモノに絞りま
す。

MClass Compressor （コンプレッサー）

１バンドコンプレッサー。サイドチェーンインプット、Soft Knee（ソフトニー）オプション、Adaptive
Release（自動リリース）などの機能が装備されていま す。COMP-01 と異なり自動ゲイン補正がな
いのでレベルを一定に保つ以外の用途にも使用できます。

MClass Maximizer（マキシマイザー）

クリップ、歪みを起こさずに聴感上の音量を上げる音圧マキシマイザーです。入力ゲイン、リミッ
ター（ルック・アヘッド機能搭載）、ソフトクリップセクションとレベルメーターから構成されます。

BV512（デジタルボコーダー）

BV512 は可変数のフィルターバンドを持つ進化したボコーダーです。また、正確で高品質なボコー
ダーボイスを実現するため、1024 ポイントFFTボコーダーモード（512バンドのボコーダーに相当）
も装備しています。BV512 を 2つのインストゥルメントに接続することで、ボコーダー処理された
喋り声やボーカル、ドラムといったサウンドから、不思議なエフェクトまで生成することができま
す。
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Scream 4（ディストーション）

非常に用途の広いサウンド破壊デバイスで、様々なディストーションや、信号を歪め変形させるエ
フェクトを搭載しています。デバイスは3セクションから構成されます："Damage"（音を破壊する
アルゴリズムの選択と調整）
、"Cut"（3 バンドイコライザー）、と "Body"（レゾナント Body または
キャビネットシミュレーター、音に命を吹き込むのに最適）
。

RV7000（アドバンスドリバーブ）

RV7000 はルーム、ホールや特殊エフェクトを含む 9 つのリバーブとエコーアルゴリズムを搭載し
た高品 位リバーブ プロセッサ ーです。RV7000 にはさ らにイコライ ザーとゲー トセクショ ンが備
わっており、多種多様なリバーブサウンド、例えばゲートリバーブなどを得られます。

RV-7（デジタルリバーブ）

RV-7 は 10 種類の異なるアルゴリズムを搭載したデジタルリバーブで、ホールやルーム、特殊な効
果まで様々な残響をシミュレーションすることができます。もちろん、これらのアルゴリズムを基
にパラメーターで微調整 することができます。通常、RV-7 のような リバーブは、センドエフェク
トとして使用されます。

DDL（デジタルディレイ）

DDLはエコー、スラップディレイ、ダブリングなどの効果を得ることができるデジタルディレイで
す。ディレイタイムはソングのテンポにシンクさせたり、またソングのテンポに関係無くミリ秒単
位で設定することができます。最大ディレイタイムは2.0秒です。
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D-11（フォールドバック ディストーション）

D-11 はシンプル なインターフェースながら非常 に過激な効果を得ることができ るディストーショ
ンです。メロウなシンセリードも簡単にハードなサウンドのシンセリードに変えることができ、ま
たドラムパターンやループをローファイな感じにする場合にも適しています。

ECF-42（エンベロープコントロール フィルター）

ECF-42は 3 種類の異なるモードを備えたシンセタイプのレゾナントフィルターです。通常のフィル
ターとしても（フィルターのカットオフフリケンシーはデバイスのパネル上からも、また外部デバ
イスからもコントロールすることができます）、また内蔵されたエンベロープを使ってリズミック
なフィルターエフェクトを作り出すこともできます。エンベロープは、"Redrum" や"Mattrix Pattern
Seqnencer"からトリガーすることもできます。

CF-101（コーラス / フランジャー）

CF-101 は サウンド に広が りを与え るコーラ ス、あるいは 金属的 なサウン ドに変化 させる フラン
ジャーとして使うことができます。このデバイスは、センドエフェクトあるいはインサートエフェ
クト（インストゥルメントデバイスとミキサーの間に接続します）、そのどちらで使用してもいい
でしょう。

PH-90（フェイザー）

PH-90 はステレオフェイザーです。6種類のパラメーターが用意されており、微妙なスィーピングエ
フェクト、あるいは過激なジェットエフェクトも作り出すことができます。

UN-16（ユニゾン）

UN-16はデチューンされた幾つかの音を同時に発声し、ステレオ感のあるリッチなコーラスの様な
エフェクトをシミュレートすることができます。
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COMP-01（コンプレッサー / リミッター）

COMP-01はコンプレッサー / リミッターです。低いレベルの音を持ち上げ、また高いレベルの音を
圧縮してサ ウンドを整える ことができます。また、ド ラムサウンドな どにパンチを付 加する場合
や、レベルを増幅する際に使用してもいいでしょう。

PEQ2（2 バンドパラメトリックイコライザー）

Mixer には各チャンネルに基本的な 2 バンドイコライザーが装備されていますが、より異なる音色
を作り出したいときに "PEQ2" を使用します。"PEQ2" には完全に独立した 2バンドのパラメトリッ
クイコライザーが内蔵されており、それぞれフリケンシー、ゲイン、Q を設定することができます。

Spider Audio（オーディオマージャー / スプリッター）

これはエフェクトデバイスではなくユーティリティです。このSpider Audioは4つのオーディオ入力
信号を 1つの出力信号にマージ（まとめる）、または反対に1 つの入力信号を 4つの出力信号にスプ
リット（分ける）可能です。この機能によってよりフレキシブルでクリエイティブな配線および接
続を可能にします。

Spider CV（CV マージャー / スプリッター）

これもエフェクトデバイスではなくユティリティです。このSpider CVは 4つのCV入力信号を1つの
CV出力信号にマージ（まとめる）
、または反対に 1つの入力信号を複数のCV出力信号にスプリット
（分ける）可能です。例えば、Matrix からSpider CVに接続するとゲートCVとノート CVを分けて複
数の音源に送ることが可能になります。

Getting Started

ガイドツアー
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Matrix Pattern Sequencer（パターンシーケンサー）

Matrix Pattern Sequencer は、旧来のアナログシーケンサーに よく似た、単独で動作するパターンタ
イプのシーケンサーです。"Matrix Pattern Sequencer"は32ステップの範囲で、設定したボルテージレ
ベ ルを 3 つの 独立 し た CV ア ウ トか ら出 力す る こと がで き ます。従 って 1 つの "Matrix Pattern
Sequencer"で、3種類のパターンを同時に使うことができます。
"Matrix Pattern Sequencer を "SubTractor" などのインストゥルメントデバイスに接続することによっ
て、ループフレーズを簡単に作成したり、またパラメーターの変化やリズミックなフレーズを作り
出す際に使うことができます。

RPG-8（モノフォニックアルペジエイター）

アルペジエイターは１つのノー トもしくはコードからリズミカルなノートパターン（アルペ ジオ）
を作成します。Matrix の様に、RPG-8を例えばシンセ・デバイスに接続するとそのデバイスの音を
アルペジエイターで鳴らしたり（リピートされるアルペジオ）、各パラメーターをコントロールし
たりすることができます。RPG-8アルペジエイターには、バリエーションに富んだ音楽的なロジカ
ルパターンや、それらをさらに編集する事ができるパターン・エディタも搭載されます。

ReBirth Input Machine（ReBirth インプットマシン）

このデバイスによって、同社からリリースされていたソフトウェア "ReBirth" と REASON を組み合
わせて使用することができます。ReBirth から出力されるオーディオシグナルは、ReWire テクノロ
ジーによって REASON に入力されます。"ReBirth Input Machine" の複数の出力をミキサーに入力す
ることで、REASON のサウンドとミックスしたり、ReBirth の出力をエフェクト処理することがで
きます。
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チュートリアル１ - ソングの再生

このチュートリアルについて
次章からの いくつかの章では チュートリアル形式 で本プログラムの 基本的な機能につ いて解説し
ます。REASONを初めてご使用になるユーザーは、ここから始めると良いでしょう。
最初のチュートリアルでは次のことについて解説します：
• ソング（チュートリアルソング）を開いて再生する
• 基本的なミキサー操作

! このチュートリアルでは、既に必要なオーディオ設定が完了していることを前提としています。
まだ完了していない場合は、先に「セットアップ」の章をご参照ください。

ソングをプレイバックする
1. REASONを起動していなければ、起動します。
2. "ファイル"メニューから"開く..."を選択します。
ソングブラウザウィンドウが開き、ここでREASON ソングが選択できます。REASONのブラウ
ザは、ファイル階層やフォル ダーやファイル名などが表示され、必要とするファイルに素早く
アクセスできるようデザインされています。

3. REASONフォルダーを開きます。
ブラウザの左上角のロケーションリストから開けます。

4. ソングファイル"Turorial Song.rns"を選択します。
5. "開く"ボタンをクリックします。
ソングファイルのウィンドウが開きます。ウィンドウ内には各デバイスが「バーチャルラック」
に（このソングには４つのイン ストゥルメントデバイスと２つのエフェクトデバイスが含まれ
ています）、さらにシーケンサーセクションとトランスポートパネルが含まれます。

6. トランスポートパネルの再生ボタンをクリックします（ウィンドウ下部）。
ソングが再生されます。接続等が正しければソングファイルを聴くことができます。
停止ボタン

再生ボタン

7. 再生を停止するには停止ボタンをクリックします。
次にリアルタイムミックスを行ってみましょう：

8. 停止ボタンを再度クリックします。
ソングポジションが最後 の再生開始位置に戻ります。この場合はソングの先頭で、再び最初か
ら再生できるようになります。

9. ウィンドウの上部にはミキサーデバイスがあります。
（このデバイスが表示されているこ
とをご確認ください。）
場合によってはラックの右 側にある上下スクロールバー（もしくはマウスのスクロールホイー
ル）で表示位置を調整する必要があるかもしれません。
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スクロール
バー

ミキサー

ミキサーの各チャンネルのボリュームフェーダーのとなりにはラベルが貼ってあります。ミキサー
チャンネルにデバイスが接続されている場合、このラベルにデバイス名が表示されます。このソン
グでは４つのインストゥルメントデバイスが使用されているため、最初の４チャンネルのみラベル
が表示されています。

10.再生ボタンをクリックして再生を始めます。
11.ソング再生中にフェーダーをクリック＆ドラッグして各インストゥルメントデバイスの
レベルを調整します。
12.パン設定（ステレオ定位）も変えてみましょう。これはフェーダーの上にあるパンノブ
（つまみ）をクリックし上下にドラッグします。
上にドラッグするとノブは時計回りに、下にドラッグすると反時計回りに動きます。

各ミキサーチャンネルにエフェクトを足すこともできます。このソングでは２つのエフェクトデバ
イス（ディレイとコーラス / フランジャー）が接続されています。これらはミキサーからのセンド
エフェクトとして接続されているため、各ミキサーチャンネルからどれだけの信号をそれぞれのエ
フェクトに送られるか指定できます。

チュートリアル１ - ソングの再生
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13.ミキサーチャンネル上部の "Aux"ノブを上げます。
センド１はディレイ、センド２はコーラス /フランジャーに接続されています。

"Aux"センド
最後にイン ストゥルメントデ バイスのパラメー タを操作して音 色を変えてみまし ょう。ここでは
"SubTractor" シンセサイザーデバイスを使用しますが、他 のデバイスも同様に全てのパラメータを
パネル上で操作できます。
よほど大きなサイズのディスプレイを使 用していない限り、"SubTractor" は画面上に表示されてい
ないはずです。スクロールバーでラック内を移動することもできますが、効率のよい方法がありま
す：

14.シーケンサー（トランスポートパネルの上）の左側のトラックリストから"SubTractor"を
クリックします。
ラックは自動的にスクロールされ、"SubTractor" デバイスが表示されます。

15.ソングを再生させながら適当なパラメータを操作してみましょう。
例えば Filter 1のフィルターカットオフ スライダーを操作すると、シンセベースの高域の音色が
変わります。

以上で最初のチュートリアルは終了です。
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チュートリアル２ - デバイスの演奏とサウンドの選択

このチュートリアルについて
チュートリアル２では次の基本操作について解説します：
•
•
•
•

ミキサーとインストゥルメントデバイスの追加
デバイスを演奏するための MIDIルーティング方法
インストゥルメントデバイスのパッチのブラウズと選択
エフェクトの追加

! このチュートリアルでは、既に必要なオーディオ設定が完了していることを前提としています。
まだ完了していない場合は、先に「セットアップ」の章をご参照ください。

デバイスについて
REASONデバイスは次の主な種類に分類できます：
➜ インストゥルメントデバイス
演奏可能なデバイ スで楽器のように使用できます - つ まりマスターキーボードで弾いたノート
はインストゥルメントデバイスを演奏します。
➜ エフェクトデバイス
オーディオにエフェクト処理を行います。
➜ その他のデバイス
ミキサーデバイス（オーディオシグナルのミックス用）、パターンデバイス（インストゥルメン
トデバイスを再生するシーケンスパターンをプログラムできます）、そしてユーティリティデバ
イス（シグナルを様々な方法で分割、マージ）を含みます。

ミキサーとインストゥルメントデバイスを追加する
本チュート リアルの最初のセ クションではラック にミキサーとイン ストゥルメントデ バイスを追
加する方法を解説します。まずは何もないラックで一から始めましょう。

1. 必要であれば " ファイル" メニューの" 閉じる" を選択して既に開いているソングを閉じま
す。
複数のソングを同時に開いておくこともできますが、その分メモリーと CPUパワーを消費しま
す。従って必要ないソングは閉じておいたほうが良いでしょう。また Windows では１ソングし
か開いていない際、そのソングを閉じるとプログラムも終了します。

2. "ファイル"メニューから"開く..."を選択します。
3. REASONプログラムフォルダーを開き、"Template Documents"フォルダーを開きます。
4. "Empty Rack.rns" を選択し、"開く "をクリックします。
ソングのウィンドウが開 きます。デバイスが何もないラックと、１トラック（トランスポート
用トラック、これは常に表示）を含むシーケンサーがあります。ラックの右側に表示されるツー
ルウィンドウでは編集やデバイスの追加などを行えます。
➜ 通常新しいソングを作成する際、"ファイル"メニューから"新規 "を選択します。このコマンドは
デフォルトソングを開きま す。デフォルトソングにはミキサーとマスタリングエフェクトを含
んだ Combinatorデバイスが含まれており、作曲を始めるにあたって便利です。
しかしこのチュートリアルではあえて空のラックから始めます。
✪ " ファイル"メニューの "新規" を選択した際に開くソングは指定することができます。詳細は25
ページをご参照ください。.
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5. ツールウィンドウの " デバイス " タブが選択され、全デバイスカテゴリー（インストゥル
メント、エフェクト、その他）にチェックが入っていることを確認します。
デバイスページに全ての REASONデバイスが表示されます。

6. デバイスリストから"Mixer 14:2"を選択し、リスト下部の"作成"をクリックします。
ラックにミキサーデバイ スが作成されます。リストのデバイスはラックへドラッグ、またはダ
ブルクリックでラックに追加することもできます。
➜ ミキサー（またはエフェクト）デ バイスを作成してもシーケンサートラックは自動的に作成さ
れません。
現在は "トランスポート "という名前のシーケンサートラックのみが存在します。このトラック
は常にシーケンサーに表示 されます。トランスポートトラックはテンポや拍子の変更のオート
メーションのためにありますが、本チュートリアルでは使用しません。

! 最初にミキサーデバイスを 作成する理由は、こうすることにより以後作成するインストゥルメ
ントデバイスがミキサーチ ャンネルに自動接続されるためです。つまりインストゥルメントデ
バイスを追加するたびにデ バイス出力はミキサーに接続されます。自動接続はミキサーチャン
ネルがなくなるまで行われます（この場合は 14 ステレオチャンネル）。ミキサーチャンネルが
足りなくなったらミキサーデバイスを追加し、
「チェーン」接続することでミキサーチャンネル
を無制限に増やしていけます。

7. デバイスページから "SubTractorアナログシンセサイザー "を選択し、"作成 " をクリック
します。
"SubTractor" シンセサイザーデバイスがラックに追加されます。シーケンサーにはこのデバイス
のために新しいトラックが作成されます。
➜ シーケン サーでは、シンセサイザートラッ クが自動的に選択され、マスター キーボード入力が
このトラックに自動的に設定されます。
マスターキーボード入力が ルーティングされているトラックは、左側のデバイスアイコンに赤
い枠 とキーボー ドシンボ ルが表示さ れることで 示されます。マ スターキー ボードで演 奏した
ノートはこのシーケンサー トラックにルーティングされ、さらにラックのデバイスに送られま
す。マスターキーボード入力はデフォルトでは選択したトラックに設定されます。

チュートリアル２ - デバイスの演奏とサウンドの選択
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"SubTractor" トラックが選択され、マスターキーボード入力がルーティングされています。

8. [Tab] キーを押してラックの裏側を表示します。
見 て の通 り "SubTractor" の出 力 か らミ キ サー の チャ ン ネ ル１ へ、ま たミ キ サー 出 力 から
"Hardware Device"へケーブルがつながっています（"Hardware Device"でREASONのオーディオ
はオーディオインターフェースに送られます）。これら接続はデバイスを作成する際に自動的に
行われます。

9. 再度 [Tab]キーを押してラックの表側を表示します。
10.MIDIキーボードを演奏してみましょう。
鳴っている音は "SubTractor"のデフォルトパッチで、実際に使用したい音色ではないかもしれま
せん。全ての新規デバイスは デフォルトパッチをロードした状態で作成されます。ただしこの
動作はユーザー設定であるため、変更も可能です - 下記参照。

11.適切なパッチをブラウズするには下記「パッチの選択」をご参照ください。
一般設定の「新規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、新規デバイスにデフォルトパッチをロードするかしないか選
択できるオプションあります。このマニュアルではこのオプションが有効であることを前提として
います。またこれがデフォルトモードです。
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パッチの選択
パッチはパッチブラウザからロードします。パッチの選択は次のように行います：

1. "SubTractor"のパネルのパッチ（フォルダー）ボタンをクリックします。
パ ッチ ブラ ウ ザダ イア ログ が開 き ます。新 規 "SubTractor" デ バイ スの 場合、デ フォ ル トで
REASON Factory Soundbank 内 の "SubTractor Patches" フォル ダーが表示 されます。この フォル
ダーには様々なパッチカテゴリーがサブフォルダーごとに分類されています。

2. フォルダーのどれか一つを開き、パッチを選択します（ブラウザウィンドウは閉じない
でください）。
バックグラウンド でパッチが読み込まれます - キーボ ードを演奏してパッチを試聴することが
できます。

3. 他のパッチをブラウザから試聴してみましょう。
気に入ったパッチが見つかったら、"OK"をクリックしてブラウザを閉じます。
➜ このようにパッチを選択し た場合、パッチディスプレイのとなりの上下矢印ボタンを使って同
じフォルダー内のパッチを選択できます。
またパッチ名ディスプレイ をクリックするとフォルダー内のパッチがコンテキストメニューに
表示されます。ブラウザは次に このデバイスのパッチブラウザを開いた際のためにこのディレ
クトリを記憶します。

チュートリアル２ - デバイスの演奏とサウンドの選択
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➜ パッチのブラウズと選択の基本手順はどのインストゥルメントデバイスでも同じです。
パッチを使用する全デバイ スにはパッチ名ディスプレイ、パッチブラウザを開くためのブラウ
ズパッチ（フォルダー）ボタ ン、上下矢印ボタン、そしてパッチ保存ボタン（フロッピーディ
スクアイコン）が備わっています。

エフェクトの追加
次にシンセデバイスにエフェクトを追加しましょう。エフェクトは基本的に２つの方法で使用でき
ます：
➜ インサートエフェクトとして
この方法ではエフェクトを インストゥルメントデバイスとミキサーの間に接続します。インス
トゥルメントデバイスに独 自のエフェクトが必要な場合（通常エフェクトサウンドのみを使う
場合）インサートエフェクトを使用します。
➜ センドエフェクトとして
この方法ではエフェクトをミキサー の "Aux" センドとリターンバスに接続します。複数のデバ
イスに同じエフェクトを加える場合（通常エフェクトサウンドと原音をミックスして使う場合）
にセンドエフェクトを使用します。エフ ェクトの量は各ミキサーチャンネルの "Aux" ノブで調
整します（チュートリアル１参照）
。リバーブやディレイなどは一般的にセンドエフェクトとし
て使用します。
最初の例では"SubTractor" に"ユニゾン（Unison）" エフェクトデバイスをインサートエフェクトとし
て接続します：

1. ラックの "SubTractor"デバイスのパネル（ボタンやスライダーではない）をクリックして
デバイスを選択します。
2. ツールウィンドウで"インストゥルメント"と"その他"からチェックを外します。" エフェ
クト "カテゴリーのみが選択されていることをご確認ください。
エフェクトデバイスのみが表示されます。

3. "UN-16ユニゾン"をダブルクリックします。
エフェクトはラック内の "SubTractor" の下に追加されます。ラックを裏返すと（[Tab] キーを使
用）"SubTractor" の出力がエフェクトに、さらにエフェクトのステレオ出力がミキサーチャンネ
ルにそれぞれ接続されていることが確認できます。

4. ラックの表側を再表示します。
5. 演奏すると"SubTractor"の音にエフェクトが施されていることが確認できます。
"Detune (デチューン)"ノブを上げるとデチューン効果が強くなります。

6. "Dry/Wet（ドライ / ウェット）" ノブで未処理信号（Dry）と処理信号（Wet）のバランス
を調整できます。
次に同じエフェクトをセンドエフェクトとして使用してみましょう：

1. 前の手順で作成した " ユニゾン（Unison）
" デバイスをラックで選択し（パネルをクリッ
ク）、[Delete](Mac)/[Backspace(Win)を押して削除します。
エフ ェクトは削除され、ケー ブルルーティング はエフェクト作成前 の状態に戻ります。ま た、
エフェクトパネルを右クリック /[Ctrl]-クリック（Mac OS）して現れるコンテキストメニューか
らでもデバイスを削除できます。

2. ミキサーパネルをクリックしてミキサーを選択します。
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3. ツールウィンドウで"UN-16ユニゾン"デバイスをダブルクリックします。
エフェクトはラック内のミキサーの下に追加されます。ラックを裏返すと（[Tab]キーを使用）、
"Aux センド出力1"がエフェクトの入力に、エフェクトのステレオ出力が "Auxリターン1入力左
/ 右"端子にそれぞれ接続されているのが確認できます。

4. ラックを表側を再表示します。
ミキサーの "Return" セクションのラベルにはユニゾンデバイスの名前が表示され、"Aux 1 のセ
ンド /リターン"バスに接続されていることを示します。

5. "SubTractor"のミキサーチャンネルの"Aux 1"ノブを上げてからノートを演奏します。
"Aux 1" ノブはユニゾンエフェクトの量を制御します。センドエフェクトを使用する際、"Aux"
ノブが未処理と処理信号のバランスを制御するため、エフェクトデバイスの "Dry/Wet（ドライ
/ ウェット）"パラメーターは完全に"Wet（ウェット）" に設定します。またミキサーに接続されて
いる全デバイスにユ ニゾンエフェクトをかけることができます - 任意のチャンネルの "Aux" ノ
ブを上げればエフェクトを追加できます。
以上でチュ ートリアル２は終 了です！次のチュート リアルに移る場 合は現在のソング を開いたま
まで結構です。
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チュートリアル３ - ドラムパターンの作成

ドラムパターンの作成
このチュートリアルでは"Redrum" を使ってドラムパターンを作成します。

1. "ファイル"メニューから"新規"を選択します。
新し いソ ングが 作成 され ます。ラッ クに は "Default Mastering Suite" と いう パッ チをロ ード した
MClassマスタリングスイートCombinatorとMixer（ミキサー）の２つのデバイスがあります。

2. ツールウィンドウのデバイスページで"Redrumドラムマシン"を選択し、"作成"をクリッ
クします。
シーケンサーに "Redrum"のためのトラックが作成されます。このトラックは自動的に選択され、
マスターキーボード入力がルーティングされます。

3. "Redrum" パネルの左下角にあるフォルダーボタンをクリックします。
ドラムマ シンのパッチブラウザが開き、"Redrum" パッチ（ドラムキット）の選択を行いま す。
各ドラムチャンネ ルにもそれぞれフォルダーボタンが装備されています - これらでドラムサン
プルをひとつずつ追加し、オリジナルのドラムキットを作成できます。
サンプル読み込みボタン

パッチブラウズボタン

4. 前のチュートリアルで "SubTractor"パッチを選択した同じ方法で"Redrum" パッチを選択
します。
パッチは REASON Factory Sound Bankの"Redrum Drum Kits"フォルダー内にカテゴリごとのサブ
フォルダーに収められています。デフォルトでこのメインフォルダーが開きます。
パッチを選 択するとドラムマ シンの各ドラムサウ ンドチャンネルの 上部にサンプルフ ァイル名が
それぞれ表示されます。また各チャンネルのパラメーター設定はそれぞれ異なります - 各設定は全
て"Redrum"パッチを構成する要素です。
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ドラムチャンネル

選択されているパッチ

5. 各ドラムサウンドチャンネル上部の再生ボタンでドラムサウンドを試聴することができ
ます。

ではパターンを作ってみましょう。デフォルトで空きパターンには16ステップあり、各ステップは
16分音符に相当します（つまりパターンの尺は4/4の１小節になります）。今のところはこの設定の
ままで作業を続けます。

6. "Redrum" デバイスパネルの"RUN（再生）"ボタンをクリックします。
パターンが再生されます（デバイスパネル下部のステップボタンの上にある "LED"列の点灯で
確認できます）。またドラムビートを追加していないため、音は鳴りません。

7. ドラムサウンドの "Select"ボタンをどれかクリックします。
"Redrum" では１チャンネルずつドラムビートを追加します。

チュートリアル３ - ドラムパターンの作成
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8. 最初のステップボタン "1"をクリックします。
ボタンが点灯し、ドラムビートを示します。

小節の１拍目に選択したサウンドが鳴ります。

9. 他のステップボタンをクリックしてドラムビートをさらに追加します。
点灯しているステップボタンをクリックすると、そのビートは取り除かれます。
✪ "Dynamic"スイッチを用いてビートに強弱（ベロシティレベル）を追加できます。各サウンドが
どのよ うに異なるベロシティ レベルに反応するかは サウンドの設定により ます。また、[Shift]
または [Option] (Mac) / [Alt] (Windows) を押さえながらビートを追加して強弱を変えることがで
きます。[Shift]-クリックは強い、[Option]/[Alt]- クリックは弱いビートを追加します。

10.異なるドラムサウンドを選択し（"Select" ボタンをクリック）、同じ作業を続けてドラム
パターンを構築します。
11.再生停止するには再度 "RUN（再生）
"ボタンをクリックします。
以上でチュートリアル３は終了です！
次のチュートリアルでは今作成したドラムパターンにベースラインを加えるので、ソングファイル
は開いたままで結構です。また任意のディレクトリに名前をつけて保存することもできます（"ファ
イル"メニューから "別名で保存..." を選択します）
。
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チュートリアル４ - ベースラインのレコーディング

このチュートリアルについて
本チュートリアルでは次の基本操作について解説します：
• 特定のタイプのパッチのブラウズ
• シーケンサーにノートをレコーディングする
• シーケンサーのクリップのコピー
➜ 本チュートリアルでは既に前のチュートリアルを終えていることを前提としています。
ミキサーデバイスと、前のチュートリアルでドラムパターンをプログラムした"Redrum" デバイ
スを含んだソングを開いて ください。全てのチュートリアルで同じソングファイルを使用した
場合、さらに "SubTractor"デバイスもあるはずです。
前のチュートリアルのソングを保存して閉じた場合、" ファイル "メニューから "開く ..."を選択
し、保存したソングを開きます。

ベースサウンドをブラウズする
パッチブラウズは前のチュートリアルで解説しました。
今回は「クロスブラウズ」という方法を使います。この方法では現在ソングにあるデバイスタイプ
に限定されることなく、全てのインストゥルメントタイプのパッチをブラウズ、試聴できます。さ
らに今回はパッチの種類をシンセベースサウンドに限定してブラウズします。
この機能を使用する際、どのトラックが選択されているかは関係ありません。クロスブラウズ中は
自動的にマスターキーボードが使用できます。
次のように行います：

1. "作成"メニューから"インストゥルメントを作成..."を選択、またはツールウィンドウの上
部にある、" インストゥルメントを作成..."ボタンをクリックします。
ブラウザが開き、カテゴリごと にサブフォルダーに分類された全てのインストゥルメントパッ
チが表示されます。
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2. "Bass" フォルダーをダブルクリックして開きます。
このフォルダーには次の３つのサブカテゴリが入っています：Acoustic Bass, Electric Bass, Synth
Bass

3. "Synth Bass"フォルダーを開きます。
ご覧の通り、ブラウザには "SubTractor"（.zyp）パッチだけでなく、他のデバイス用のパッチも
表示されます。例えば拡張子 ".cmb"は"Combinator"パッチ、".xwv"は "Malström"パッチです。

4. ラックの一部が見えるようにブラウザウィンドウを動かします。

5. ブラウザで"SubTractor"パッチ（拡張子".zyp"）を選択しますが、[OK]はクリックしない
でください。
新しい "SubTractor"デバイスがラックに追加されます。ノートを演奏するとパッチを試聴できま
す。

6. "SubTractor"デバイスを見ながら"前/次のファイルを選択"ボタン（または上下矢印キー）
でパッチを変えます。
異なるインストゥルメントデバイスのパッチをロードすると、そのデバイスが "SubTractor"に換
わってラックに作成され、パ ッチを試聴できます。クロスブラウズとはいちいち新しいデバイ
スを作成したりブラウザを 閉じたりする手間なく、素早く希望するサウンドを見つけるための
強力な機能です。

7. 使いたいベースパッチを見つけたら [OK]をクリックしてブラウザを閉じます。
新しいインストゥルメントデバイス用にシーケンサートラックも作成されます。
➜ ブラ ウズ中にリスト されたパッチは ブラウザを閉じた 後もアクセスで きます（この場 合は"All
Instruments/Synth Bass"フォルダー内のパッチ）。
これはパッチ名ディスプレ イをクリックして現れるポップアップメニューから、またはディス
プレイのとなりの上下矢 印ボタンで選択できます。異なるデバイスのパッチを選択すると、瞬
時にデバイスも置き換わります。
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シーケンサーにノートをレコーディングする
ではシーケンサーにノートをレコー ディングして "Redrum" パ ターンの上にベースラインを追加し
ましょう。

1. シンセベースデバイスのトラックをシーケンサートラックリストから選択します。
トラックは自動的にマスタ ーキーボード入力を受信します（デバイスアイコンの下にキーボー
ドシンボルが表示されます）。

2. トランスポートで再生を開始します。
"Redrum" のドラムパターンが再生し、止めるまで繰り返されます。

3. ドラムパターンに合わせてベースパッチを演奏します。
必要であればトランスポートの "TEMPO（テンポ）" 上下矢印ボタンでソングテンポを変更でき
ます。

➜ ドラムパターンに合った４小節のベースラインを作りましょう。
➜ トランスポートの "Click（クリック）
"ボタンでメトロノームクリックを使用できます。
クリックの音量は "Click（クリック）"ボタンの下のノブで調整します。
ベースラインをレコーディングする準備ができたら次の手順を行います：

4. 左ロケーターをソングのスタートポイントに設定します。
デフォルトでは 1.1.1.0に設定されます。

左ロケーターの位置はトランスポートパネルの右のディスプレイに表示されます。

5. 右ロケーターを"5.1.1.0"に設定します。
左右ロケーターの位置は次のように設定できます：
• "L" または"R"ロケーターのヘッダをドラッグする（グリッドにスナップします）。左ロケーター
は右ロケーターの後には設 定できません（同じように右ロケーターは左ロケーターの前に設定
できません）。

• トランスポートのロケータ ー位置ディスプレイの最初の数値をクリックし、マウスを上下にド
ラッグする。
• 最初の数値をクリックし、任意の小節番号をタイプする。
• 最初の数値をクリックし、位置ディスプレイのとなりの上下スピンコントロールを使用する。
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6. ソングポジションがソングのスタートポイント（1. 1.1.0 ）に移動するまでトランスポー
トの停止ボタンをクリックします。
最初に停止ボタンをクリッ クするとソングポジションは現在位置で停止します。再度クリック
するとカーソルは最後に再生を始めた位置に移動します。３ 回目のクリックでカーソルはソン
グのスタートポイントに移動します。また、ロケーターディスプレイのとなりの "L"ボタンをク
リックしてソングポジションをここに移動できます。

7. トランスポートの "Loop On/Off"ボタンを押してボタンを点灯させます。
再生 を始めると 左右ロケ ーターで設 定した最初 の４小節が ループしま す。ポジション が右ロ
ケーターに達すると、直ちにソングスタートに戻り、"Redrum" パターンは連続的に繰り返され
ます。

8. 停止ボタンを必要な回数クリックし、ポジションをソングスタートに戻します。
手順６をご参照ください。

9. トランスポートの "PRE（プリカウント）
"ボタンをクリックしてプリカウントをオンにし
ます。
レコーディングが開始する前にメトロノームクリックが１小節鳴ります。

レコーディング中、４小節 セクションが連続的に繰り返されます（再生時と同様）。演奏した
ノートはレコーディング されます。１周目でベースラインを全て弾いた場合、２周目ではベー
スラインを弾くべきではな いでしょう。２周目で演奏したノートは１周目のノートに追加され
ます。ループレコーディング では既存データを削除してしまうことはありませんが、全ての演
奏と操作はレコーディングされます。

10.トランスポートの録音ボタンをクリックします。
１小節のプリカウントの後にレコーディングが始まります。

11.ドラムパターンに合わせてベースラインを演奏します。
12.終了したら停止ボタンをクリックします。
シーケンサーには演奏したノートを含む４小節のクリップが追加されます。

13.停止ボタンを再度クリックし、ソングポジションをソングスタートに移動します。
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14.再生ボタンをクリックし、レコーディングを再生します。
終わったら停止します。
より良い演奏をするため、または間違いを直すために更なるテイクをレコーディングする際の手順
は下に記述されています。

トラック、クリップ、レーンとレコーディングテイクについて
シーケンサーには１つのデバイスに対し、１つの「トラック」を作成します。
トラックには、ノートやコントロ ールデータがそれぞれ記録された「クリップ」が作成され ます。
トラックには、クリップを編集する「レーン」が作成でき、1 つのトラックで複数のレーンをもつ
ことができます。レーン上手くを使うことでレコーディングテイクを重ねたり別けたりすることが
できます。
ベースラインの新しいテイクをレコーディングするには次の３つ方法あります：
➜ "編集"メニューから "元に戻す トラックをレコーディング "を選択します。
このコマンドはレコーディ ングしたクリップを削除するため、同じノートレーンに新たなテイ
クをレコーディングできます。
• 満足なテイクをレコーデ ィングするまで何度でも元に戻し、再レコーディングできますが、新
しいテイクをレコーディン グした後に以前のテイクに戻ることはできませんのでご注意くださ
い。このため、この方法を使用す る場合はレコーディングしたテイクが絶対に不要であること
をご確認ください - もしくは下記のように代替テイクを作成します。
• 既存クリップを削除せずに レコーディングした場合、新しいノートは既存テイクにオーバーダ
ブされます - つまり両テイクのノートがクリップに含まれ、同時に再生されます。
➜ トランスポートの録音ボタンの右にある "New Alt（新規の別テイク）" ボタンをクリックしてト
ラックに新しいノートレーンを作成します。
前にレコーディングしたク リップはミュートされ、その上にレコーディング可能な新しいノー
トレーンが作成されます。
• 複数テイクをレコーディン グして保持するにはこの方法を使用します。同じ基本操作で複数テ
イクをレコーディングし、後 で１テイクずつ聞き比べて最良のテイクを選ぶか、複数テイクの
良い部分をひとつのテイクに編集できます。

このように前のノートレーンのクリップはミュートされています（グレーアウトで薄く表示）。新し
いノートレーンは最初のノートレーンの上に位置し、録音待機状態にあります（赤いレコードボタン
で示されます）。

• 複数テイクを聞き比べるにはミュート "M" ボタンを使って聞きたいノートレーンをミュートオ
フに、他のノートレーンをミュートオンにします。
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➜ トランスポートの録音ボタンの右にある "New Dub（新規のオーバーダブ）"ボタンをクリックし
てトラックに新しいノートレーンを作成します。
前のノ ートレーンの上にレ コーディング準備が 調った新しいノートレ ーンが作成されます が、
前のテイクはミュートされません。つまりレコーディングの際、既存テイクも聞こえます。
• 既存テイクに新しいノート を追加する場合はこの方法を使います。またトラックリストの上に
あるレーン "+"ボタンを使って録音待機状態の新しいノートレーンを作成できます。

クオンタイズを使用する
クオンタイズを使ってレコーディングしたノートをより"タイト "にすることができます。クオンタ
イズポップアップメニューはツールウインドウのツールページにあります。

クオンタイズポップアップメニュー

1. メインシーケンサーウインドウでベースラインが含まれているクリップが選択されてい
ることをご確認ください。
クリップをクリックして選択します。クリップの両端に黒い矢印の "ハンドル" が表示されます。

2. ツールウインドウの"ツール"タブをクリックします。
このページには、選択されているクリップ /ノートに適用可能な様々な編集機能があります。一
番上のセクションがクオンタイズで、デフォルトでは 1/16 音符の設定になっています - ノート
は最寄りの 16分のポジションに移動します。

3. クオンタイズセクションの "設定"ボタンをクリックしてノートをクオンタイズします。
4. 再生を開始して結果を確認します。
満足な結果を得られたなら操作は完了です。そうでない場合は "編集" メニューの"元に戻す "機
能でクオンタイズ前の状態に復帰できます。異なる解像度（例：1/8）を選択して操作を繰り返
します。
✪ RE A SO N に は音 符単 位で はな く 、特定 のグ ルー ブ への クオ ンタ イズ を 可能 にす る強 力 な
"ReGroove Mixer" 機能があります。"ReGroove" の詳細はオペレーションマニュアルをご参照く
ださい。

チュートリアル４ - ベースラインのレコーディング

65

シーケンサーでクリップをコピー / ペーストする
この時点でシーケンサートラックには４小節のベースラインを含んだクリップがあります。クリッ
プは無限にループ可能ですが、通常４小節間だけループを繰り返すことはあまりないでしょう。な
ぜなら他のトラックを追加した際、４小節ループの中だけではできることが限られてしまうからで
す。解決策としてクリップをコピー / ペーストすることで、必要な回数を繰り返すことが可能です。
次のように行います：

1. アレンジウインドウでクリップをクリックして選択します。
選択されたクリップの両端には "ハンドル"が表示されます。

2. "編集"メニューから"コピー "を選択します。
ポジションカーソルは自動的にクリップの終点に移動します。

3. "編集"メニューから"ペースト（貼り付け）"を選択します。
クリップをペーストすると、ポ ジションカーソルはペーストしたクリップの終点位置に移動し
ます。ペーストを繰り返せば、任意の長さのクリップのチェーンを作れます。

4. 停止ボタンをクリックしてポジションをソングの開始点に戻します。
5. ライトロケーターを最後のクリップの終点に配置します。

6. 再生ボタンをクリックすると以前と同じようにベースラインが"Redrum" パターンと一緒
に再生されます。これでさらなる編集やレコーディング等を行うための良い出発点がで
きました。
例えば、特定のクリップのノ ートを編集してバリエーションを追加できます。シーケンサーク
リップ内のノート毎の編集方法についてはチュートリアルでは触れません。
「オペレーションマ
ニュアル」をご参照ください。
以上でチュートリアル４は終了です。次のチュートリアルにすぐ移る場合、ソングファイルは開い
たままで結構です。後から行う場合はソングを保存できます。
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チュートリアル５ - REXループの追加

このチュートリアルについて
! このチュートリアルは前のチュートリアルの続きです。
本チュートリアルでは次の事柄について解説します：
• REX ループの追加方法
• ループ全体および "スライス"毎のパラメーター調整

REXループを追加する
REX ループについて
このチュートリアルでは既存のソングにREX ループを追加します。REXループは、Propellerhead社
の「ReCycle!」という別のアプリケーションで作成していますが、Factory Soundbankにも作成済み
のループが多数含まれています。REXファイルは ReCycleアプリケーションで "スライス "に分割さ
れた、通常２ - ４小節のオーディオファイルです。これを使用すると、ソングのテンポを変更して
もREXループは自動的にテンポに追従します。
レコーディングした MIDI ノート（例：チュートリアル４のベースライン）も当然テンポに追従し
ますが、REX以外のオーディオループはしません。

REX ループを追加する
REXループは "NN-XT"サンプラー、または"Dr. REX"ループプレーヤーで使用できます。このチュー
トリアルでは"Dr. REX"デバイスを使用します。次のように行います：

1. ツールウインドウのデバイスページで"Dr. REXループプレーヤー "を選択し、"作成"ボタ
ンをクリックします。
"Dr. REX"ループプレーヤーと、これのためのシーケンサートラックが作成されます。デフォル
トループもロードされます。

2. "Preview（ループを再生）" ボタンをクリックします。ボタンは点灯します。
デフォルトループが再生されます。"Preview"がオンの際、ブラウザでループをシーケンサーテ
ンポで視聴できます。

3. "Dr. Rex"デバイスのループブラウズ（フォルダー）ボタンをクリックしてREXファイル
ブラウザを開きます。
メ インブ ラウザ ウイン ドウに は３つ の "Dr. Rex" フォ ルダー が表示 されま す："Drum Loops",
"Instrument Loops" と "Percussion Loops"。ソングにはド ラムパター ンが既に あるのでパ ーカッ
ションループを追加してみましょう。

4. "Dr. Rex Percussion Loops"フォルダ−を開きます。
様々 なパーカッ ションイ ンストゥル メントがフ ォルダごと に分類され ています。また フォル
ダーにはテンポが BPMで表記されています。表記されたテンポはフォルダー内の REXファイル
の元のテンポです。REX ファイルはいかなるソングテンポにも追従しますが、元のテンポから
大きく変更することにより不自然に聞こえてしまうループもあります。
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5. 好みのパーカッションインストゥルメントのフォルダーを開き、ループをどれか選択し
ます。
フォルダー内のループを選択すると試聴できます。

6. 適当なループを見つけたら [OK]をクリックしてブラウザを閉じます。
選択したループは再生を継続します。"Dr. Rex" パネルの中央には波形とループのスライスが表
示されます。

7. ループの試聴を停止するには"Preview（ループを再生）"ボタンを再度クリックします。
8. ループを、既にレコーディングしたパターンとデバイスシーケンサーデータとともに再
生するには "Preview（ループを再生）" ボタンとシーケンサーの再生ボタンを両方ともオ
ンにします。
オンにする順番は関係ありません。順番に関係なく同期して再生します。

9. トランスポートの停止ボタンをクリックします。
ループは停止します。トランスポートで再生を開始してもループは再生しません。"Dr. Rex" を
シーケンサー再生に自動的 に追従させるには、まずシーケンサートラックにループを再生する
ためのノートを作成する必要があります。これは次のように行います：

10."Dr. Rex"デバイスに接続されているシーケンサートラックを選択します。
11.REXノートで埋めたい範囲をレフト/ ライトロケーターで設定します。
ループは選択範囲を埋めます。

12."Dr. Rex" パネルの " To Track（MIDI データをシーケンストラックに張り付け）"ボタンを
クリックします。
"Dr. Rex"シーケンサートラックのレフト /ライトロケーターの間にクリップが追加されます。各
クリップにはループの全て のスライスが含まれています（通常ループの長さは１または２小節
です）。再生を始めるとパーカッションループはベースラインとドラムパターンに同期して再生
します。

"Dr. Rex" パラメーターを調節する
"Dr. Rex" パラメーターを 使用することによりルー プを色々調整できます。下記は いくつかの例で
す：
➜ ループ再生中にフィルターのカットオフフリケンシー（Freq）を調整します。
フリケンシーを下げるとループはローパスフィルター（デフォルト）に通されます。フィルター
のレゾナンス（"Res"）スライダーを上げるとより鋭いフィルター音色が得られます。
➜ "Transpose（トラ ンスポーズ）"パラ メーターを使用 してループ全体 を半音単位で上 下１オク
ターブまでトランスポーズできます。
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➜ "Slice（スライスを選択）"ノブで編集するスライスを個別に選択できます。
選択されたスライスはディスプレイでハイライトされます。"Slice（スライスを選択）
"ノブの右
にある４つのノブ（" Pitch（ピッチを設定）"/"Pan（パンを設定）"/"Level（音量を設定）"/"Decay
（ディケイを設定）"）で選択されているスライスを編集します。例："Pitch"パラメーターを調整
すると選択されている（ハイライトされた）スライスのみトランスポーズされます。

以上でチュートリアル５は終了です。次のチュートリアルにすぐ移る場合、ソングファイルは開い
たままで結構です。後から行う場合はソングを保存してください。
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チュートリアル６ - アルペジオの追加

このチュートリアルについて
最後のチュートリアルでは次の基本操作について解説します：
➜ RPG-8を使用してのアルペジオパターンの作成
➜ パラメーターのオートメーション - 74 ページをご参照ください

アルペジオを追加する
"RPG-8" アルペジエイターはノートからパターン（アルペジオ）を生成するデバイスです。デバイ
ス自体は音を発しないため、インストゥルメントデバイスに接続する必要があります。次のように
設定します：

1. デバイスページから新しい "SubTractor"デバイスを作成します。
ラックに "SubTractor"が作成され、出力はミキサーに自動接続されます。

2. パッチブラウザを開き、"MonoSynths"フォルダーをダブルクリックして開きます。
3. パッチ"Matrix3"を選択します。
このパッチは短いアタック /リリースタイムのパッチで、アルペジオ再生に適しています。

4. 新しい"SubTractor"デバイスを選択し、"RPG-8" モノフォニックアルペジエイターを作成
します。
"RPG-8" のために"Arp 1"という名前のシーケンサートラックが作成され、MIDI入力がアサイン
されます。"RPG-8"のノートとゲート CV出力（裏パネル - ラックを裏返すには [Tab]を使います）
は "SubTractor"の "Sequencer Control（シーケンスコントロール）"の "Gate（ゲート）"と"CV"入力
に自動ルーティ ングされます。つまり必要な接続は全て自動的に行われます。CV/ ゲート接続
はひとつのデバイスから他 のデバイスの制御を可能にします。ゲート信号はノート再生のタイ
ミングを、ノート CV信号はノートのピッチをコントロールします。
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5. ラックを表側に戻し、コードを演奏します。
演奏したコードのノートはアルペジエイトされます（鍵盤を押さえている間）
。全てのノートを
止めてから次のノートまた はコードを弾くと新しいアルペジオが始まります。コードを押さえ
た状態でノ ートを追加するとアルペジオは止まらず に新しいノートを含めます。新規 "RPG-8"
デバイスのアルペジオはデフォルトでソングテンポに同期します。
➜ "Mode（モード）"ノブでアルペジエイターを変えられます。
各種モー ドはノートがどのようにアル ペジエイトされるかを司ります。例 えば Up は最も低い
ノートから高いノートへ順番に鳴ります。またUp+Downは最も低いノートから高いノートまで
行った後、逆の順で低いノートまで戻ります。

➜ "Octave（オクターブ）"ボタンでアルペジオの範囲を指定します。
例："2 Oct" を選択するとアルペジオノートの範囲が２オクターブに広がります。
選択したノート分解能値でソングテンポに同
➜ "Rate(レート)"パラメーターの値を変化させると、
期します。
これら基本パラメーター３つでいろいろ試してみましょう。

6. 再生開始し、ソングに適したコードを演奏します。
ループが有効なため、再生中は設定範囲が繰り返されます。

7. 演奏しているノートをレコーディングするにはまず停止をクリックし、開始位置に巻き
戻します。プリカウント（トランスポートパネルの "Pre"ボタン）がオンであることをご
確認ください。
プリカウントについてはチュートリアル４で解説したため、既にオンになっているでしょう。
レコーディングが開始してからノートを入力してください（つまり１小節カウントイン終了後）
- コードを押さえてからレコードを始めた場合、このコードから生成されたアルペジオは聞こえ
ますが、レコードはされませ ん。レコードされるノートはアルペジエイターが生成したノート
ではなく、実際に演奏したノートのみだからです。

8. レコーディングを停止し、ソングの始点へ巻き戻し、再生を開始します。
アルペジオはレコーディング中と同じように再生されます。また "RPG-8" パラメーターの変更
が可能です。パラメーター変更 はレコーディングされたノートから生成されるアルペジオに適
用されます。
➜ "RPG-8"にはこのチュートリアルで解説されていないパラメーターが多数あります。- "RPG-8"
の詳細は「オペレーションマニュアル」をご参照ください。

チュートリアル６ - アルペジオの追加

73

パラメーターのオートメーション
オートメーションはREASON の主要な機能のひとつです。パラメーターの変更はオートメーション
イ ベン ト とし て レ コー デ ィン グ と編 集 が 可能 で す。次の 例 では、" R PG -8 " と使 用 して い る
"SubTractor" デバイスのオートメーションをレコーデ ィングしますが、基本的な手順はどのデバイ
スでも同じです。

1. "SubTractor"トラックが選択されており、マスターキーボード入力が設定されていること
をご確認ください。
2. パネルの "Filter 1 Freq（Filter 1 のフィルターカットオフ）
"パラメーターを確認します。
このパラメーターはフィル ターカットオフフリケンシーをコントロールします（フィルターの
開閉量）。

3. ソングの始点へ戻り、レコードボタンをクリックします。
１小節のプリカウントの後、レコーディングが始まります。

4. "Filter 1 Freq（カットオフ）"スライダーをクリックし、ゆっくり上下にドラッグします。
5. レコーディングを停止し、ソングの始点に戻るまで停止ボタンをクリックします。
"Freq（カットオフ）
" パラメーターは緑色の枠で囲まれ、オートメーションがあることを示しま
す。またシーケンサーの "SubTractor"トラックにはフィルターカットオフフリケンシーパラメー
ター のオートメ ーション レーンが追 加されます。レ コードした オートメー ションイベ ントは
オートメーションレーンのクリップの中に含まれます。

6. 再生を開始します。
記録されたフィルターパラメーターのオートメーション情報が正確に再生されます。
➜ オートメーションレコーディングは他のイベントと同様、いつでも取り消すことができます。
➜ シーケンサーの鉛筆ツールでオートメーションカーブの書き込みも可能です。
この操作についてはオペレーションマニュアルのシーケンサーの章をご参照ください。
以上で最終 チュートリアル ６は終了です！ REASON の構成要素 、手順、デバイスに関 する詳細は
「オペレーションマニュアル」をご参照ください。
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