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世界各国のユーザーとつながり Notionについて学ぼう
Notionは PreSonus のブランドです ー  製品ラインアップ一覧について詳しくは、www.presonus.comをご覧ください。
ライブラリを拡張 ー エキサイティングな Expansion Soundsについて詳しくは、www.presonus.com/buy/stores/softwareを
ご覧ください。
Notion Music Forum ー フォーラムでは、Notion Music 製品使用のヒントや音楽ハードウェア /ソフトウェアの最新情報など、
さまざまなトピックが話題に上っています。
Notionソーシャル – Facebookや Twitterでも最新情報をお届けしています。
blog.presonus.com
forums.presonus.com
www.facebook.com/Notionmusic
www.twitter.com/Notionmusic

サポート
ユーザーマニュアル（PDF）やYouTubeチャンネルもぜひご利用ください。フォーラムで他のユーザーからアドバイスを得たり、ナレッ
ジベースのリンクや MyPreSonusアカウントからサポートチケットを申請することもできます。Groove3.comの Notionチュート
リアルシリーズや書籍『Create Music with Notion』（どちらも George Hessによる）など、サードパーティが提供するリソースも
利用できます。  
ナレッジベース ー support.presonus.com
フォーラム ー forums.presonus.com
テクニカルサポートチケットを申請する ー ユーザーアカウントmy.presonus.com またはウェブサイト support.presonus.com から

ダウンロード
ソフトウェアを入手するには、提供されたプロダクトキーを使用してmy.presonus.comでオンライン登録を行います。［新規ソフ
トウェアを登録］をクリックしてプロダクトキーを入力すると、ソフトウェアとサウンドのダウンロード用リンクがアカウントに
自動で追加されます。また、お客様のアカウントに Notionマニュアル完全版およびクイックリファレンスガイドが追加されてい
ますのでご参照ください。

インストール
ダウンロードした Notionソフトウェアをダブルクリックし、画面上の指示に従います。言語を選択し、32または 64-bitのどち
らをインストールするかを選択します。

アクティベーション
インストールが完了したら、Notionのアクティベーションを行うか、Notionをデモモードで使用するかを選択できます。アクティ
ベーションを完了するまで、印刷、保存、エクスポートはできません。アクティベーションを行うには、プロダクトキーとメール
アドレスを入力します。処理が完了したら、Notionの使用を開始できます。

http://my.presonus.com
http://my.presonus.com
http://support.presonus.com
http://support.presonus.com
http://forums.presonus.com
http://forums.presonus.com
http://www.facebook.com/Notionmusic
http://www.twitter.com/Notionmusic
http://blog.presonus.com
http://www.presonus.com/buy/stores/software
http://www.presonus.com
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Notionソフトウェアと組み合わせての使用に 
最適な Notion for iOS
Notion をコンピューターと iPad/iPhone の両方でご使用になる場合、
iCloudや Dropboxを使用することでファイルをシームレスに共有できます。
これなら、出先でもプロジェクトの作業が行えます。いずれかのプラット
フォームでスコアを編集、プレイバックし、別のプラットフォームに送信して
同じファイルを使用して作業を続行できます。
詳しくは www.presonus.comをご覧いただくか、App Storeにて Notionを
ご検索ください。
     
 

PreSonus Studio Oneと一緒に使用して 
それぞれのベストを活用
Notion 6には、賞に輝く PreSonusの DAWである Studio Oneとのシーム
レスなデータ転送機能が搭載されています。同一マシンまたはネットワーク
上の Studio Oneと Notionの間で、オーディオ、ノート、ドキュメントデー
タを双方向に共有できます。 
Studio One無償デモ版をお試しください。my.presonus.com アカウントか
らご入手いただけます。     

http://my.presonus.com
http://www.presonus.com
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Notionのメインウィンドウ
作業のほとんどは Notionウィンドウで行います。Notionウィンドウには、さまざまなコントロール、パレット、インジケーター
がありますが、ここでそのうちのいくつかを紹介します。

NTempo：このアイコンを選択すると、NTempoで
スコアの再生をコントロールできます。
トランスポート：再生と録音のコントロールを操作し
ます。 
楽器名：譜表ごとに楽器の名前が表示されます。

スコアエリア：実際の楽譜が表示されます。楽器数は
必要に応じて変更できます。
入力パレット：ほとんどの記号をクリック操作ひとつ
で入力できます。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ツールバー
ツールバーのアイコンからは、よく使用するツールに簡単にアクセスできます。

A - 手書き入力：スコアエリアに音符を直接入力します。また、オプションの手書きズームエリアをオンにすることもできます。
B - バーチャルキーボード：インタラクティブな鍵盤を使用して、音符や和音を入力したり、メロディを試聴したりできます。
C - バーチャルドラムパッド：ステップ入力でドラムや音高を入力できます。
D - バーチャルフレットボード：インタラクティブな指板を使用して、音符や和音を入力したり、メロディを試聴したりできます。 
E - 和音ライブラリ：和音やコードダイアグラムを選択し、スコアに挿入できます。
F - スコアセットアップ：このボタンを押して、スコアに譜表をすばやく追加、変更、編集、削除できます。
G - ミキサー：このボタンをクリックしてオーディオミキサーコンソールを開き、各楽器のオーディオの調整、エフェクトの編集、
出力の外部装置へのルーティングなどが行えます。
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ギター、ベース、その他のフレット楽器
タブ譜の方がお好みですか？Notionなら問題ありません。タブ譜表、バーチャルフレッ
トボード、インタラクティブなコードライブラリを使用して、最新のアイデアをとらえ
ることができます。

ベンド、スライド、ハンマリングオン、プリングオフ、タップ、スラップ、ビブラー
ト、ハーモニクスなどの一般的な奏法を入力できます。
タブ譜に行った編集は楽譜に、楽譜に行った編集はタブ譜にそれぞれ反映され
ます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入力パレット
入力パレットのポップアップオプションを使用すれば、スコアに配置する記号をすばやく選択できます。デフォルトでは、パレッ
トは NTempoモードから編集モードに切り替えるとスコアエリア下部に自動的に表示されますが、スコア内にカーソルがある際
に右クリックするとパレットが表示されるよう設定することもできます（［移動］>［ウィンドウ］>［パレットを表示］）。

スコアに楽譜記号を追加する

下部のいずれかのペインにマウスオーバーすると、オプションを表示するウィンドウが開きます。

オプションにマウスオーバーすると、さらに詳しい情報がツールチップに表示されます
クリックして使用する記号を選択します。 
この記号がカーソル（ミュージックカーソル）に表示されました。記号を正しい位置に
配置しましょう（左図参照）。スコアに追加するには、マウスクリックするか、ENTERキー
を押します。このように、操作はとても簡単です。
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スコアセットアップ
ボタンをクリックすると、この機能が表示されます。スコアセットアップでは、譜表をすばやく追加、変更、削除で
きます。表示 / 非表示の切り替え、順序のカスタマイズ、外観の変更、複数の譜表に割り当てられている楽器の変

更も行えます。

スコア設定 ー スコアセットアップのオプションを開きます。

楽器を削除 ー スコアから楽器を削除します。

楽器の表示 / 非表示 ー スコア内の楽器の表示 / 非表示
を切り替えます。

 
 

楽器、パート名、省略名を変更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

楽器設定および記譜設定を変更
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譜表や楽器を追加する
新しい譜表を追加するプロセスに、楽器の割り当てがあります。下から上に選択していきます（図の付記を参照）。

Notion内蔵楽器などの音源をクリックします。

楽器ファミリーにマウスオーバーします。
» 楽器のサブメニューが表示されます。
楽器をクリックします。
» 新しい譜表が作成され、楽器がこの譜表に割り当てられます。

こうして譜表をすばやく追加できます。スコアセットアップを終了するには、一番上の［スコアセットアップを終了］ボタンを押す
か、ESCキーを押します。

楽器 ー  割り当てたい楽器をクリックします。

楽器ファミリー ー 下で選択した音源に応じてオ
プションが変化します。
ライブラリオプション ー ご使用のコンピュー
ターに現在インストールされているオプションが

表示されます。
追加の楽器、サウンドエフェクト、奏法をダウンロー
ドできます。Expansion Sounds について詳しくは
Web サイトをご覧ください：shop.presonus.com/
products/software 
 
 
 
 
 
 
 

http://shop.presonus.com/products/software
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スコアエリア
楽器数もページ数も無制限で、高度なカスタマイズが可能です。フルスコアでも、一部の楽器を選択しても作業できます。また、
単一の楽器をすばやく編集、印刷することもできます（メニューから［スコア］>［ダイナミックパート］を選択します）。

連続ページ表示 ー Notionのページ表示には3種類あります。
右は連続表示の例です。この「手動スクロールなし」オプショ

ンでは、改ページがなく、スコアが連続して表示されます。
ページ表示を変更するには、メニューから［表示］を選択します。
メニューの一番上には、［連続］［ページ横］［ページ下］のオプショ
ンがあります。

マージン ー ［連続］ページに重ねて表示されるこのマージン
には、現在の調号と拍子記号が表示され、楽器が赤色のテキ

ストで示されます。
プレイバックマーカー ー すべてのページで大譜表にわたって
表示されるこの緑色のマーカーは、現在の再生位置を示しま

す。マーカーが一番右に移動すると、スコアの表示が自動でジャン
プします。
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ミキサー
ハードウェアコンソールと同様に機能しますが、配線の
心配はありません。インストゥルメントごとに 1つのチャ
ンネルストリップと、4つのバス、マスターチャンネルス
トリップがあります。ツールバーのミキサーボタンをク
リックすると別ウィンドウが開きます。

これらの楽器ファミリーボタンで、希望のチャンネ
ルストリップをすばやく見つけることができます。
センド ー チャンネルストリップのサウンドの一部を
1つまたは複数のバスへと送信します。
パワーパンニング ー 左 / 右の配置だけでなく、広
がりの範囲も指定できます。
出力 ー このストリップのサウンドの出力先をクリッ
クして決定します。マスターまたは外部デジタルチャ

ンネルのいずれかを選択します。
インサート ー エフェクト（リバーブやディストーショ
ンなど）を各インストゥルメントに置いたり、1つま

たは複数のバスに置いて選択した楽器間で共有したりし
ます。
ソロ /ミュート ー 作曲中やリハーサル中に問題のあ
る箇所を分離しておくのに最適です。簡単なクリッ

ク操作で複数の楽器のソロやミュートを設定できます。
マスター ー グローバルボリューム、パンニング、エ
フェクトです。
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ヘッズアップディスプレイ ー ヘッズアップ（HUD）ディスプレイ
オプション（NTempoモードで使用可能）には、現在の再生状
態が表示されます。
この例では：
• A ー 現在のリハーサルマーク。
• 1/4 ー プレイバックマーカーは 4 拍小節のいずれかの拍の
上にあります。

• 15 ー プレイバックマーカーは第 15小節にあります。
• 130 130 ー 小さな数字は記載のテンポを示します。大きな数
字は現在のテンポを示します。

• 一番下のタイムコードは、時：分：秒：フレームで表示され
ます（30フレーム / 秒）。
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バーチャル楽器
バーチャル楽器では、デュレーションを選択して楽器上で音符をクリックすることで、音符 / 和音を入力または試聴できます。

単音（メロディ）または複音（和音）のどちらで入力するかを選択します。

バーチャル楽器で選択しながら音符を入力するには、鉛筆アイコンを選択します。

バーチャル楽器で音符を試聴するには、スピーカーアイコンを選択します。

音符を入力 /試聴（バーチャルキーボードのみ）したいオクターブを選択します。

バーチャルドラムパッドは、他のバーチャル楽器と同様に機能しますが、ドラムライブラリが追加されています。ドラムライブラ
リを使用するには、スタイル（ファンク、ジャズ、ロック、またはワールド）を選択し、パターンを選択し、スコア内をクリックし
て配置します。
NTempoまたは編集モード ー Notionの動作モードには、変更を行える編集モードと、編集機能がオフになり特定の再生モー
ドが有効になる NTempoモードがあります。モードを変更するには、NTempoボタンをクリックします。
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トランスポート
（一般的なタスクに対するオプションボタンです）

巻き戻し ー 1回クリックすると、前回再生を開始した位置に戻ります。2回クリックすると、先頭に戻ります。

停止 ー 再生を停止します。位置は移動しません。

再生 ー Notionがスコア内のメトロノーム記号を使用してテンポを決定しスコアを再生します。

リアルタイム録音 ー クリックすると、ユーザーの MIDIデバイス演奏に従って Notionが記譜を始めます。 

ステップ録音 ー クリックすると、ステップ単位で MIDIデバイスから楽譜を入力できます。
フレットボードでも使用できます。
テンポオーバーダブ ー NTempo機能を使用して、拍ごとにテンポを指定したり編集したりできます。スコア内のメトロノー
ム記号の数を減らすためにも使用できます。
メトロノーム ー 再生中にメトロノームが聞こえるかどうかを選択します。

ツールバー ー ウィンドウ上部にある、さまざまなコントロールが表示
されたストリップ
編集マーカー ー スコア内の現在の位置を分かりやすく表示

ツールチップ ー 記号の意味が分からないときは、このウィンドウの情
報を参考にしましょう。ここにはキーボードショートカット情報も表示
されます。

ビューのカスタマイズ ー ページの表示方法やフォントサイズの変更、ジャ
ズのリードシートフォントへの切り替え、ズーム、小節番号の表示位置の指
定、前後へのジャンプ移動が可能です。
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手書き
音符入力ツールとして手書き入力を使用できるようになりました。スコアに直接入力したり、ポップアップの手書き入力エリアに
入力したりできます。Notionの手書き入力エンジンは MyScript™ を使用しています。このエンジンは数千に及ぶさまざまな手
書きスタイルを分析して作成されているため、カスタムジェスチャーを学んだり、ユーザーのスタイルをソフトウェアに学習させ
る必要はありません。手書き認識は標準の楽譜譜表で使用でき、パーカッション譜表やタブ譜では使用できません。

スコアに直接書き込む

手書きツールアイコンをクリックします。これで、スコアエリアに直接フリーハンドで描画することができます。描画
が終わると、Notionは数秒間待ってから、手書き入力の内容をデジタル記譜へと変換します。 
スコアエリア内を移動するには、スクロールバーを使用するか、Microsoft Surfaceまたは Mac Trackpadで 2本指で

スコア上をスワイプします。 
ズームするには、キーボードショートカットを使用する（Ctrl/Cmdと+または -）か、Microsoft Surfaceまたは Mac Trackpadで
2本指でスコア上をピンチイン /ピンチアウトします。

手書きエリアに書き込む

手書きツールアイコンをクリックします。「虫眼鏡」アイコンが表示されます。これをクリックすると、画面
下に手書きエリアが表示 / 非表示されます。この入力オプションは、ズームインやズームアウトの回数が増
えがちな大型のスコアに書き込む場合や、MIDI録音やステップタイム入力など他の音符入力方法と手書き

を組み合わせる場合に特に便利です。
メインスコアエリアの小節をクリックすると、手書きエリアがその位置にジャンプします。これで描画できるようになります。描
画が終わると、Notionは数秒間待ってから、手書き入力の内容をデジタル記譜へと変換します。

描画する

Notionは、音符、休符、和音、アーティキュレーション、小節線、臨時記号、拍子記号、加線、スラー、タイ、音部記号を変換
できます。 

声部

異なる声部に書き込むには、パレット上で声部を選択するか、ショートカット Cmd/
Ctrl + x（xには声部を示す 1～ 4 の数字が入る）を使用します。

削除

塗りつぶして削除することができます。音符を削除するには、符頭を塗りつぶします。また、選択して deleteキー
を押してもかまいません。
 
 
 

圧力

Microsoft Surfaceでは、描画される線の太さは、画面上のスタイラスの圧力に呼応します。これにより、より自然な描画感とよ
り正確な検出結果が得られます。
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...タッチスクリーンを持っていない場合

タッチスクリーンなしで手書き検出を使用するためのアイデアについては、ナレッジベースをご覧ください。
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Studio Oneとの相互運用性
それぞれの長所を活用 ...

単独あるいはコラボレーションでのワークフローで DAWと記譜ソフトウェアの両方を使用している方に、PreSonusは音楽アイ
デアをやりとりする新しい方法を提供しています。Studio Oneをお持ちでない場合、 my.presonus.com アカウントからデモ版を
ご利用いただけます。 

オーディオを Studio Oneに送信する 

オーケストラサウンドをStudio Oneに送信してミキシングを行いたい？ReWireの使用を終えて、プロジェクトを仕上げたい？オー
ディオを、同一コンピューター上で実行する Studio One（バージョン 3.3以降）、またはネットワーク上で開いている Studio One
インスタンスに直接送信できるようになりました。 
1. 同日マシン上、または同一ネットワークのマシン上で、Studio Oneを開きます。 
2. Notionで、［ファイル］>［Studio Oneに送信］（または Cmd/Ctrl + Shift + U）を選択します。
3. Notionがオーディオをバウンスして Studio Oneに転送し、Studio One 上に新規ドキュメントが自動的に開きます。 
4. Studio One 上の新規ドキュメントは完全にスコア順となり、ファイル名、楽器名、テンポ、拍子記号、リハーサルマーク、
楽器ボリューム、パンニングが含まれています。 

スコア全体ではなく、抜粋や短いアイデアを送信したい場合、まずスコア内で範囲を選択してから Studio Oneダイアログを開き
ます。

音符データを Studio Oneに送信する

楽譜で作曲するタイプだが、最終的には DAWを使用する必要がある？Notionで作曲したノートデータ（MIDIおよびその他の
ノート関連情報）を、同一コンピューター上で実行する Studio One（バージョン 3.3以降）、またはネットワーク上で開いている
Studio Oneインスタンスに直接送信できるようになりました。 
1. 同一マシン上、または同一ネットワークのマシン上で、Studio Oneを開きます。 
2. Notionで、［ファイル］>［Studio Oneに送信］（または Cmd/Ctrl + Shift + U）を選択します。
3. Notionがノート情報を Studio Oneに転送し、Studio One 上に新規ドキュメントが自動的に開きます。
4. Studio One 上の新規ドキュメントは完全にスコア順となり、サウンドをアサインできます。ピッチとデュレーションだけで
なく、Notionはドキュメント名、楽器名、テンポ、拍子記号、リハーサルマークも送信します。 

スコア全体ではなく、抜粋や短いアイデアを送信したい場合、まずスコア内で範囲を選択してから Studio Oneダイアログを開き
ます。
Notionで Vienna Symphonic Libraryなどのサードパーティ製 VSTインストゥルメントを使用している場合、プリセット情報も送
信され、その VSTが Studio Oneに自動的にロードされます。 

http://my.presonus.com
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Studio Oneから Notionに送信する 

この機能は双方向で使用可能です。Studio Oneバージョン 3.3以降で、［Notionに送信］を選択できるようになりました。選択
されているトラックまたはドキュメント全体のオーディオまたはノートデータを送信できます。
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ユーザー登録とお問い合わせ
ユーザー登録

日本国内での各種サービスや技術的なサポートを受けるためには、エムアイセブンジャパンの MI7マイ
ページにてユーザー登録を行ってください。これにより、各種サービス、製品保証、技術的なサポート
を受けることができ、登録ユーザー限定のクーポンや各種コンテンツ等を入手することもできます。是
非ご登録ください。
▶　www.mi7.co.jp/my/ 
 
エムアイセブンジャパンでは、製品情報、スペシャルオファー、インタビュー /導入事例、イベント、キャンペーンなどの最新
情報を「MI7 Japan Newsdesk」と題し HTML メールにてお届け致しております (登録無料 )。また、最新情報を Facebookや
Twitterでも配信しております。是非ご登録ください。
▶　メールニュース www.mi7.co.jp/service/
▶　facebook.com/mi7japan
▶　twitter.com/mi7japan

お問い合わせ

PreSonus 製品に関するご質問および修理等がある場合には、オンライン・フォームからお問い合わせく
ださい。
▶　www.mi7.co.jp/service/
 

http://www.mi7.co.jp/service/
http://www.mi7.co.jp/service/
http://www.mi7.co.jp/my/
http://facebook.com/mi7japan
http://twitter.com/mi7japan
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