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StudioLive™ ソフトウェアライブラリ
リファレンスマニュアル

概要
はじめに

概要
はじめに
StudioLive™ シリーズのミキサーには、Virtual StudioLive (VSL) 搭載 Universal Control、
Capture™、および Studio One® Artist を含む、パワフルなソフトウェアライブラリが同梱さ
れています。さらに、PreSonus は StudioLive Remote (SL Remote) for iPad® と iPhone®/
iPod touch® 用 QMix™ を提供しており、
いずれも Apple App Store から無料でダウンロー
ドできます。StudioLive を iPad からリモートコントールしたり、ミュージシャンが自分のモ
ニターミックスでコントロールできるようにしたり、たった 2 回のマウスクリックでライブを
録音したり、次なるヒットアルバムをミックスしたりする場合、またこれらすべてを行う場合
にも、StudioLive およびそのソフトウェアが、完全なツール一式を提供します。
本製品についてのご質問やご意見がございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い
合わせください。PreSonus では、継続的な製品の機能向上に努めており、お客様のご
意見を尊重しています。
継続的な製品の向上という目的を達成するには、
「本当の専門家」
である大切なユーザーの方々の声を聞くのが一番であると信じています。本製品のご購
入を通じたご支援に深く感謝いたします。

テクニカルサポートについては、セクション 7.1:トラブルシューティングをご参照ください。

1.2

このマニュアルについて
このマニュアルを使用し、StudioLive をコンピューターに接続する前に、StudioLive ソ
フトウェアライブラリの機能、使用法、適切な接続手順についての理解を深めることを
おすすめします。こうすることで、インストールやセットアップで問題が生じるのを未然
に防ぐことができます。

マニュアルの各所には、
「パワーユーザー向けヒント」が記載されています。ここには、
StudioLive ソフトウェアライブラリを有効に利用する方法や、不明瞭な機能を活用する
ために役立つヒントが説明されています。
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Virtual StudioLive の機能要約

StudioLive™ ソフトウェアライブラリ
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Virtual StudioLive (VSL) アプリケーションは、StudioLive ミキサーと完全に統合さ
れています。VSL は、非常に高度なエディター / ライブラリアン、およびコントロー
ルパネルです。StudioLive と VSL の間で継続的な双方向通信を行っているため、
StudioLive のコントロールサーフェスでの操作はすべて VSL に反映され、またその反
対も同様に反映されます。
•• 容易なドラッグ &ドロップのワークフロー
•• プリセットを直接チャンネルにドラッグ
•• Fat Channel でプリセットの一部を直接コンポーネントにドラッグ
•• Fat Channel ゲート、コンプレッサー、EQ、グラフィック EQ、エフェクトを調整
•• すばやくシーン全体をミキサーにドロップして、すべてのチャンネル、エフェクトお
よびグラフィック EQ 設定をすぐに呼び出し
•• プリセットをチャンネルまたはバスにドラッグするだけで、すばやくエフェクトをロード
•• StudioLive を Studio One のような使いやすさに
•• PreSonus StudioLive Remote を実行中の Apple iPad および PreSonus QMix を
実行中の iPhone/iPod touch で、リモートコントロールが可能
•• マウスをスワイプし、すばやくチャンネルのミュート、ソロ、および複数のバスに
割り当てなどが可能
•• ボード全体のタイムスタンプ付きバックアップ
•• Smaart Spectra™ 時間周波数スペクトログラフ
•• Smaart Spectra リアルタイムアナライザー
•• Smaart Room Analysis ウィザード：室内空間の周波数特性記録を生成
•• Smaart System Delay ウィザード：サブグループ出力の正しいディレイ時間を自動
的に計算して設定
•• Smaart Output Check：StudioLive 出力が正しく接続され機能していることをすば
やく確認
•• トークバックのオン / オフ
•• トークバックのアサイン
•• プリセット管理：
•• プリセットをコンピューターで保管および整理し、ギグで使用するミキサーへ
転送
•• ツアー中にプリセットを作成し、それをミキサーに保管して、次にコンピュー
ターに接続したときにプリセットプールにドラッグ
•• ミキサーメモリでプリセットを再度順序付け可能。ギグやワークフローに最
適なプリセット順を容易に設定
•• 友達とプリセットを共有。ブラウザー、E メール、およびインスタントメッセー
ジからプリセットをドラッグしたり、他の StudioLive ユーザーとプリセットを
ディスクスワップ
•• ミキサーオーバービュー
•• 最もよく使用するすべてのパラメーターをミキサーに同時に表示
•• すべての Fat Channel 設定の状態を同時に表示
•• すべての Aux ミックスを同時に表示
•• 現在のエフェクトとパラメーター設定を表示
•• グラフィックイコライザー設定を表示
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StudioLive Remote (SL Remote) for iPad では、Mac® 版および Windows® 版 PreSonus
Virtual StudioLive ソフトウェアを直接ワイヤレスでコントロールし、同様にあらゆる
StudioLive シリーズのデジタルミキサーをコントロールします。iPad と VSL を実行中のコ
ンピューターがワイヤレスで接続されていれば、
SL Remote によりコンソールをコントロー
ルできます。
•• Virtual StudioLive をコントロールするワイヤレスが提供されるため、あらゆる
StudioLive シリーズのデジタルミキサーをコントロール可能
•• オーバービューページでは、同時に複数のチャンネルのレベル、ミュート、パンニ
ング、EQ カーブ、Fat Channel プロセッシングを表示
•• Aux ページでは、Aux センドや内部 FX バスのレベル、パンニング、Fat Channel
プロセッシングを表示
•• GEQ ページでは、グラフィック EQ を調整
•• チャンネルズームページでは、1 つのチャンネルの全パラメーターを表示
•• StudioLive ミキサーを 1 台の iPad から無線ネットワークでコントロール
•• 複数の iPad で同じ StudioLive をコントロール
•• ネットワーク上の任意の iPad の StudioLive Remote が特定の機能のみをコント
ロールできるように、VSL の許可を設定
•• トークバックのオン / オフ
•• トークバックのアサイン
•• Smaart システムチェックウィザード
•• VSL ブラウザーの [On the Disk] セクションからシーンを呼び出し
•• Apple App Store から無料で利用

1.5

iPhone および iPod touch 用 QMix の機能要約
iPhone および iPod touch 用 QMix により、演奏者がステージ上やレコーディングス
タジオにあるモニター（Aux）ミックスを無線でコントロールできます。
•• Virtual StudioLive Aux ミックス機能をコントロールするワイヤレスが提供されるため、
どの StudioLive シリーズのデジタルミキサーでも Aux ミックスをコントロール
•• 同じネットワーク上の任意の StudioLive の Aux ミックスをリモートコントロール
•• Wheel of Me を使用し、簡単なコントロール 1 つでユーザーの全チャンネルのレ
ベルを同時にコントロール
•• ネットワーク上の任意の iPhone の QMix が特定の Aux ミックスのみをコントロー
ルできるように、VSL の許可を設定
•• Apple App Store から無料で利用
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StudioLive に同梱されている Capture は、デジタルオーディオマルチトラックレコー
ディングアプリケーションであり、すばやく容易にレコーディングができるように設計さ
れています。Capture は、ライブをレコーディングし、リアルタイムでオーディオをス
テレオオーディオファイルにミキシングするのに最適で、SudioLive シリーズのミキサー
と完璧に連動するよう設計されています。すぐに設置およびレコーディングが可能です。
StudioLive 16.4.2 または 24.4.2 をご使用の場合、
Capture があれば、
すべての入力チャ
ンネルに加え、StudioLive のメイン出力、サブグループ出力の 1 ペア、Aux センドの
1 ペアからシングルステレオトラックを録音できます。これにより、メインミックスの録
音や別のレコーディングミックスの作成が可能になります。
•• スケーラブルな 16x16、18x18、26x26、または 34x34 のマルチトラックレコーディ
ングアプリケーション
•• StudioLive システムに合わせて拡大縮小。設定不要
•• マウスを 2 回クリックするだけで録音
•• 基本の編集スイート（コピー、カット、ペースト、スプライス、サイズ変更）
•• クリップインジケーターの Peak LED 様式メーターブリッジ
•• マーカーの配置と呼び出し
•• マーカー間のエクスポート
•• StudioLive ミキサーからステレオミックスを録音
•• WAV、AIFF、OpenTL ファイルをインポート / エクスポート

1.7

Studio One Artist の機能要約
すべての PreSonus オーディオインターフェースには、6 GM を超えるプラグイン、ルー
プ、サンプルが同梱され、音楽の録音と制作に必要なすべてを提供する、PreSonus
Studio One Artist レコーディングソフトウェアが含まれています。Studio One Artist ク
イックスタートガイドは、このマニュアルのセクション 7.5 にあります。ユーザーマニュ
アル完全版は、Studio One Artist のインストール DVD に入っています。
•• トラック数、インサート、センドが無制限
•• 20 の高品質ネイティブプラグイン：アンプモデリング（Ampire）
、ディレイ（Analog
Delay、Beat Delay）
、ディストーション（RedLight Dist™）
、ダイナミクスプロセッ
シ ン グ（Channel Strip、Compressor、Gate、Expander、Limiter、Tricomp™ ）
、
イコライザー（Channel Strip、Pro EQ）
、モデュレーション（Autofilter、Chorus、
Flange、Phaser、X-Trem）
、リバーブ（Mixverb™、Room Reverb）
、ユーティリティ
（Binaural Pan、Mixtool、Phase Meter、Spectrum Meter、Tuner）
•• 6 GB を超えるループ、サンプル、楽器：Presence™ バーチャルサンプルプレーヤー、
Impact™ バーチャルドラムマシン、SampleOne™ バーチャルサンプラー、Mojito
バーチャルアナログモデルのサブトラクティブシンセサイザー
•• ネイティブに Capture ファイルを開くことが可能
•• 革新的、直感的な MIDI マッピング
•• より速いワークフロー向けのパワフルなドラッグ &ドロップ機能
•• Mac OS X® および Windows® と互換
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コンピューターに接続する
プロセッサーの速度、RAM 容量、ハードディスクの容量、サイズ、速度は、レコーディ
ングシステムのパフォーマンス全体に大きく影響します。より高速なプロセッサーと大
きな RAM によって、信号のレイテンシ（ディレイ）を減少させ、全体のパフォーマン
スを向上させることができます。
最 新 の シ ス テ ム 要 件 や 互 換 性 の あ る ハ ード ウェア の リスト に つ い て は、
www.presonus.com をご覧ください。また、お使いのレコーディングソフトウェアのシ
ステム要件を確認されることもおすすめします。
パワーユーザー向けヒント：PreSonus は、弊社製品の品質への責任の一端として、
継続して製品ドライバーやソフトウェアのアップデートを行います。このため、製品
をインストールする前に www.presonus.com をご覧いただき、最新のドライバービ
ルドをご確認ください。

2.1

Windows へのインストール
Universal Control インストーラーには、Universal FireStudio/StudioLiveドライバー、
Universal Control、Virtual StudioLive が含まれています。Universal Control インスト
ラーがあれば、各手順に従って容易にインストール処理を行うことができます。各手
順を慎重に読み、StudioLiveドライバーおよび VSL 付属の Universal Control を正し
くインストールしてください。特に、コンピューターに StudioLive をあまり早く接続し
すぎないようご注意ください。
Universal Control のインストールを始める前に、ウイルス対策ソフトウェアを含むすべて
のアプリケーションを終了し、コンピューターから StudioLive の接続を解除してください。
Windows Vista ユーザー：Windows セキュリティ警告が表示された場合、
[ このドライバソフトウェアをインストールする ] をクリックします。

画面上の指示に従って、インストールを完了します。インストールが完了すると、
コンピューターの再起動を促す画面が表示されます。

[ 完了 ] をクリックすると、PC が自動的に再起動されます。コンピューターが
再起動されると、StudioLive に接続します。[ 新しいハードウェアが見つかりま
した ] ウィザードが起動し、[ 推奨 ] の手順に従います。
これで StudioLive はコンピューターと同期され、使用する準備ができました。
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Universal Control インストーラーにより、各手順に従ってインストール処理を行うこと
ができます。各手順は慎重にお読みください。特に、コンピューターに StudioLive を
あまり早く接続しすぎないようご注意ください。
1. インストーラーを起動すると、そのまま Welcome 画面が表示されます。

2. [ 続ける ] をクリックし、画面上の指示に従います。
3. StudioLive ドライバーおよび VSL 付属の Universal Control をインストールする
ハードディスクの選択に進みます。システムドライブを選択する必要があります。
ストレージドライブやパーティションは、ドライバーのホストとして使用することは
できません。

4. インストールが完了すると、コンピューターの再起動を促す画面が表示されます。
Mac を再起動した後、FireWire ケーブルで StudioLive に接続して電源を入れます。

5. インストールが完了すると、アプリケーションフォルダーに Universal Control プロ
グラムが表示されます。これを Dock に置くことをおすすめします。

StudioLive を使用する準備ができました。
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StudioLive は、Core Audio や ASIO 対応アプリケーションで使用でき、また Windows
コンピューターの WDM デバイスとしても使用できる、内蔵 FireWire インターフェース
を備えています。
StudioLive 16.4.2 または 24.4.2 をご使用の場合、選択ボタンでの入力やバス、また
ソロバス、テープ入力、トークバックマイクでレコーディングが可能です。ソフトウェア
のオーディオデバイスドライバーとして StudioLive を選択する方法の詳細については、
オーディーアプリケーションに同梱の文書をご参照ください。StudioLive は Presonus
FireStudio ファミリーのインターフェースとして同じドライバーを使用するため、ドライ
バーはすべてのドライバー選択メニューで [PreSonus FireStudio] と表示されますので
ご注意ください。

2.4

StudioLive を一般的なオーディオアプリケーションと使用する
次に、いくつかの一般オーディオアプリケーションでの基本的なドライバー設定方法
を説明します。PreSonus Studio One Artist の設定手順完全版と、その機能について
の簡単なチュートリアルは、本マニュアルのセクション 7 で説明しています。

Steinberg Cubase 4 以降
1. Cubase を起動します。
2. [Devices]>[Device Setup] に移動します。
3. [Device Setup] の [Device] 列で [VST Audio System] を選択します。
4. [ASIO Driver]ドロップダウンリストから [PreSonus FireStudio] を選択します。
5. [Switch] をクリックして、StudioLiveドライバーの使用を始めます。
6. ドライバーの変更に成功したら、[Devices]>[VST Connections] に移動し、入出力
バスを有効にします。
Ableton Live 5 以降
1. Ableton Live を起動します。
2. [Options]>[Preferences]>[Audio] に移動します。
3. [Driver Type] を次のとおり選択します：[ASIO]>[Audio Device：ASIO PreSonus
FireStudio]。
4. [Input Config] に移動し、必要な入力チャンネルを有効にして選択します。
5. [Output Config] に移動し、必要な出力チャンネルを有効にして選択します。
6. これで Live で作成した各トラックに、StudioLive の入出力を選択することができ
ます。
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Apple Logic Pro/Express 7 以降
1. Logic Pro/Express を起動します。
2. [Logic]>[Preferences]>[Audio] に移動します。
3. Devices タブをクリックします。
4. Core Audio タブで [Enabled] にチェックを入れます。
5. [Device] メニューから [PreSonus FireStudio] を選択します。
6. Logic を再起動するかを尋ねるメッセージが表示されます。
[try (re)launch]をクリッ
クします。
7. StudioLive は、高速なワークフローのために、カスタム入出力ラベル機能があり
ます。Logic でこれらのラベルを使用するには、[Options]>[Audio]>[I/O Labels]
に移動します。
8. ポップアップウィンドウの 2 列目に、[Provided by Driver] と表示されます。各ラベ
ルを StudioLive 用に有効にします。有効にしたら、ウィンドウを終了します。
9. これで StudioLive を使用する準備ができました。
Avid Pro Tools 9 以降
1. Pro Tools を起動します。
2. [ 設 定 ]>[ ハ ード ウェア ] に 移 動し、[ ペリフェラ ル ] リスト か ら [PreSonus
FireStudio] を選択します。[OK] をクリックします。
3. [ 設 定 ]>[ プレイバックエンジン ] に移 動し、ウィンドウ上 部 のメニューから
[PreSonus FireStudio] を選択します。[OK] をクリックします。
Cakewalk Sonar 6 以降
1. Sonar を起動します。
2. [Options]>[Audio...] に移動し、Advanced タブをクリックします。
3. [Driver Mode] を [ASIO] に変更します。
4. [OK] ボタンをクリックします。
5. Sonar を再起動します。
6. [Options]>[Audio...] に移動し、Drivers タブをクリックします。
7. [PreSonus FireStudio] で始まるすべての入出力ドライバーをハイライトします。
8. [Options]>[Audio...] に移動し、General タブをクリックします。
9. [Playback Timing Master] を [PreSonus FireStudio ...DAW Out 1] に設定します。
10. [Recording Timing Master] を [PreSonus FireStudio ...Mic/Inst 1] に設定します。
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StudioLive をオーディオインターフェースとして使用する場合、
「FireWire センド」と
「FireWire リターン」という用語を理解することが重要です。StudioLive のオーディオ
インターフェースはミキサーのその他の機能と完全に統合されているため、FireWire
入出力は独立したバスとして動 作するように設 計されています。他のバスから
FireWire バスに信号をルート（センド）でき、その出力（リターン）信号は指定され
たミキサーチャンネルにハードコードされます。
•• StudioLive 24.4.2 には、利用可能な 32 のセンドと 26 のリターンがあります。
•• StudioLive 16.4.2 には、利用可能な 32 のセンドと 18 のリターンがあります。
•• StudioLive 16.0.2 には、利用可能な 16 のセンドと 16 のリターンがあります。

2.5.1

チャンネル FireWire センド
24/16を通した FireWire センド1は、
StudioLive の 24/16 入力チャンネルからプリフェー
ダーを送信するためにハードコードされます。これらのセンドは、Fat Channel EQ と
ダイナミクスの前後になります。
チャンネルの EQ とダイナミクスプロセッシングをレコーディングするには、[Dig Out] ボ
タンを有効にするだけです。ボタンが点灯して、Fat Channel 信号パスが FireWire セン
ドにルーティングされていることを示します。このモードが無効な場合、FireWire 経由で
送信された信号は、
トリムの後およびアナログインサートの前となります（必要に応じて）
。
StudioLive 16.02 の 場 合：この 規 則 は FireWire センド 15/16 には 該 当しません。
FireWire センドはフレキシブル入力で、StudioLive の背面にある入力 15 および 16 の
アナログ信号、またはメインミックスを録音するよう設定できます。セクション 3.7.2 で、
フレキシブル入力センドのアサイン方法を説明します。
パワーユーザー向けヒント：フレキシブル入力ペアがメインミックスを録音するよう設
定されている場合でも、マイクや楽器をアナログ入力 15 および 16 に接続し、それら
をミックスで使用してメインミックスの一部として録音できます。ただし、個別のトラッ
クとして録音することはできません。

2.5.2

Aux FireWire センド（StudioLive 16.4.2 および 24.4.2 のみ）
StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 は、VSL の設定タブからステレオペアでルーティングでき
る追加の FireWire センドを備えています。以下の入力とバスの組み合わせから選択
できます。
•• メインミックス左 / 右
•• サブグループ 1 と 2

•• サブグループ 3 と 4
•• Aux センド 1 と 2

•• Aux センド 3 と 4

•• Aux センド 5 と 6

•• Aux センド 7 と 8（StudioLive 24.4.2 のみ）

•• Aux センド 9 と 10（StudioLive 24.4.2 のみ）
•• Aux センド A と B（EFXA と EFXB センド）

•• Aux リターン A（Aux 入力 A）
•• Aux リターン B（Aux 入力 B）

•• FX リターン A（EFXA リターン）
•• FX リターン B（EFXB リターン）
•• 2トラック左 / 右

•• トークバック左 / 右
•• ソロ左 / 右
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パワーユーザー向けヒント：ステレオペアのどちらのチャンネルも、ホストアプリケーショ
ンではモノトラックでアクセスすることができ、ルーティングのみがステレオペアとして
割り当てられる必要があることにご注意ください。例えば、サブグループ 1 にルーティ
ングしたバックボーカルグループとサブグループ 2 にルーティングしたギターグループ
がある場合、録音アプリケーションには 2 つのモノトラックを作成することになります。
サブグループ 1 にアサインされたトラックの入力は、バックボーカルグループを録音
し、サブグループ 2 にアサインされたトラックの入力は、ギターグループを録音します。
ただし、
サブグループ 3-4 にアサインされたステレオドラムグループがある場合、
レコー
ディングアプリケーションにステレオトラックを作成することができ、入力をサブグルー
プ 3 と 4 にアサインできます。サブグループミキシングについて詳しくは、
『StudioLive
24.4.2/16.4.2 オーナーズマニュアル』のセクション 4.5 をご参照ください。
この原則には、トークバックマイク入力は明らかに該当しません。この場合、同じ信号
がセンドの両側に表示されます。レコーディングソフトウェアでは、モノトラックを作成
して、ルーティングされたステレオ FireWire センドの片側にアサインすることができます。
FireWire センドの両側で、トークバックマイクプリアンプから同じモノ信号を受信します。
内部エフェクトセンドグループとエフェクトリターンの両方にアクセスする必要があること
にご注意ください。内部エフェクトセンド
（Aux センド A と B）
を録音する場合、
内部エフェ
クトバスに送信しているチャンネルの未処理（
「ドライ」
）ミックスを取り込みます。処理
済みのミックスを録音するには、
内部エフェクトリターン（FX リターン A または FX リター
ン B）を選択します。これは内部エフェクトからのダイレクト出力であるため、
100% ウェッ
トです。セッションに合わせてブレンドできるように、ドライとウェットの両ミックスの録
音をお望みになるかもしれません。
『StudioLive 24.4.2/16.4.2 オーナーズマニュアル』のセクション 4.1.5 で説明している
とおり、[Dig Out] ボタンはサブグループ、メイン出力、Aux バス、内部 FX リターン、
Aux 入力には使用できません。サブグループ、メイン出力、Aux 入力も、FireWire セ
ンドへのポストフェーダーに送られます。
セクション 3.7.1 で、これらの Aux ステレオ FireWire センドのソース選択方法を説明
しています。

2.5.3

FireWire リターン
各 StudioLive 入力は、それぞれの FireWire リターンを受け取るためにハードコード
されます。レコーディングアプリケーションの 24/16 を通したアウトプット 1 は、これら
の再生ストリームを StudioLive の各チャンネルに対してルーティングします（たとえば
ソフトウェアのアウトプット 1 は、常に StudioLive チャンネル 1FireWire リターンに入
ります）
。一度、レコーディングアプリケーションのトラックをこれらの出力の 1 つを通
して再生するようにルーティングすると、FireWire リターンボタンを押すだけで、常に
アクセスできるようになります。
パワーユーザー向けヒント：FireWire リターンとアナログ入力は同じように考慮するこ
とが重要です。FireWire リターンがオンの場合、アナログ入力はミックスで置き換えら
れます。それを Fat Channel で処理し、Aux ミックスに含めて、FX ミックスに送ること
ができます。
StudioLive 16.0.2 の場合：
『StudioLive 16.0.2 オーナーズマニュアル』のセクション 4.5
で説明されているとおり、MultiMode ボタンを使用してチャンネルの FireWire リター
ンのオン / オフを可能にする前に、まず FireWire リターンモードをオンにする必要が
あります。ステレオチャンネルへの FireWire リターンは、アナログ入力と同様に動作
します。従って、リンクの解除されたチャンネル 11/12 がある場合、FireWire リターン
11 のみがチャンネルで聞こえます。チャンネル 11/12 のステレオリンクをオンにすると、
FireWire リターン 11 と 12 の両方が聞こえます。
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最も柔軟なミキシング環境を提供するには、任意のアプリケーションに対するメインミッ
クス出力をメイン FireWire リターンにアサインする必要があります。これらの FireWire
リターンは、StudioLive の 2トラックイン（StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 のみ）およびモ
ニターセクションの FireWire リターンボタンにハードコードされます。このように、
StudioLive の 2 チャンネルを使用しないでレコーディングアプリケーションからのメイン
出力をモニターでき、他のチャンネルは Fat Channel にルートしたり、プラグインをライ
ブの楽器にインサートするために利用できます（詳細は次のセクションをご覧ください）
。
メイン FireWire リターンボタンは、次のようにルーティングされます。
•• StudioLive 24.4.2：FireWire リターン 25-26
•• StudioLive 16.4.2：FireWire リターン 17-18
•• StudioLive 16.0.2：FireWire リターン 1-2

2.6

プラグインエフェクトをインサートとして使用する
StudioLive の FireWire ストリーミングは、常に双方向です。これは、StudioLive が常
に信号を全入力チャンネルのダイレクト FireWire センドから送信し、また FireWire セ
ンドの 2 番目のバンクにアサインされた Aux 入力とバスから送信しているということ
です（StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 のみ）
。それと同時に、
StudioLive は FireWire リター
ンから戻ってくる信号を受信しています。FireWire リターンは StudioLive の各チャン
ネルに常に戻るため、レコーディングアプリケーションのプラグインをチャンネルスト
リップにすばやくインサートでき、リアルタイムでモニターできます。
この例では、PreSonus Studio One の Beat Delay プラグインを StudioLive のチャン
ネル 4 にインサートします。
1. まず、Studio One でモノのオーディオトラックを作成します。

2. 入力をチャンネル 4 に、出力をアウトプット 4 に割り当てます。
（Apple Logic を含む DAW アプリケーションの中には、モノ出力バスを提供してい
ないものもあります。この場合、例えば、出力ストリームをチャンネル 3-4 にルー
ティングし、アウトプット 4 のみに送信されるように、チャンネルを右端にパンする
必要があります。詳細な手順については、ソフトウェアのユーザーマニュアルをご
参照ください。
）

3. Studio One のルーティングを設定したら、
Beat Delay プラグインをトラックにドラッ
グ &ドロップして、録音できるようにします。ソフトウェアモニタリングは、自動的
に有効になります。
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4. StudioLive の チャン ネ ル 4 の FireWire リターン ボタンを 押します。これで、
StudioLive のチャンネル 4 からのアナログ信号を、インサートしたエフェクト（こ
の場合、Beat Delay）でモニターできます。
パワーユーザー向けヒント：プラグインをインサートとして使用する場合、コンピュー
ターのバッファーサイズをパフォーマンスの問題にならない程度に最小に設定すること
が非常に重要です。通常新しいコンピューターでは、これは問題ではありません。バッ
ファーサイズは、128 以下で大半のプラグインに十分な低レイテンシを与えます。ただ
し、ダイナミクスと EQ プラグイン、およびアンプモデラーなどのパフォーマンスプラグ
インは、さらに低いレイテンシ設定が必要な場合があります。バッファーサイズ設定に
ついて詳しくは、セクション 3.1 をご参照ください。
ご注意ください：旧式または速度の遅いコンピューター、または適切に最適化されて
いないコンピューターでバッファーサイズを小さく設定し過ぎると、パフォーマンスが
落ちる場合があります。ミッションクリティカルな状況では、CPU 集中型のタスクを試
行する前に、常にシステムの制限をご確認ください。

2.7

Fat Channel ダイナミクスと EQ をプリントする
Fat Channel ダイナミクスプロセッシングと EQ をポストプロダクションで使用したい場
合があります。問題は、これらの変更をレコーディングにどうプリントするかです。簡単
な方法として、メインバス FireWire センドを使用します。
この例では、Studio One のステレオドラムループを、StudioLive のチャンネル 3 およ
び 4 の Fat Channel プロセッシングで処理します。
1. Studio One で、
チャンネルの出力を StudioLive FireWireリターン 3と4 にルーティ
ングします（Studio One の入出力バスの作成方法については、セクション 7.3.2
をご参照ください）
。

2. StudioLive のチャンネル 3 の FireWire リターンボタンをオンにします。

3. StudioLive のチャンネル 3 を選択します。

Select
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4. Fat Channel の [Link] ボタンを押し、チャンネル 3 と 4 とステレオリンクします。

Link

5. [SIP] ボタンを長押しします。

SIP

6. ソロチャンネル 3-4。その他すべてのチャンネルがミュートされます。

7. チャンネル 3 と 4 のフェーダーをユニティまで上げます。

8. メインフェーダーをユニティまで上げます。
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9. StudioLive 16.4.2 および 24.4.2 の場合：VSL で、メイン L/R を Aux FireWire リター
ン 31 と 32 にパッチします。

StudioLive 16.0.2 の場合：VSL で、メイン L/R をフレキシブル入力にパッチします。

10. Studio One で、新規ステレオオーディオトラックを作成します（詳しくは、セクショ
ン 7.4 をご参照ください）
。

11. Studio One で、
StudioLive Aux FireWire センド 31 と 32（24.4.2 と 16.4.2 の場合）
、
または StudioLive FireWire センド 15 と 16（16.0.2 の場合）を新規トラックの入
力に選択します。

12. すると、個々のチャンネルおよびメインバスの Fat Channel を通して、再生ストリー
ムを処理できます。
13. サウンドに満足したら、Studio One でレコーディングします。
パワーユーザー向けヒント：未処理のトラックはセッションから削除するか、エフェクト
として処理したトラックと一緒に使用することができます。StudioLive のフレキシブル
なルーティングとミキシング機能によって、
「インザボックス」のミックスにこれまで利
用できなかったツールの機能が提供されます。遠慮せずに最新のミキシング技術の
限界を試して、ご自分のテクニックを生み出してください。
注意：FireWire リターンを入力ソースとして選択した場合、[Dig Out] ボタンは機能し
ません。[Dig Out] が有効な場合、リターンにルーティングしたいかなる Aux、サブグ
ループ（StudioLive 24.4.2/16.4.2）
、メインバスも、ポスト Fat Channel 信号を受け取
りません。未処理の信号はこれらのバスや FireWire バスにルーティングされたままで
すが、Fat Channel プロセッシングはルーティングされません。
Fat Channel プロセッシングを FireWire リターンに追加する場合、[Dog Out] を無効
にする必要があります。
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StudioLive は Mac のメイン Core Audio デバイスとして使用することができ、Mac の
メイン出力を利用可能な出力ストリームにルーティングできます。デフォルトでは、こ
れらのストリームは StudioLive のチャンネル 1 と 2 にルーティングされています。
StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 の場合、Core Audio 再生だけで StudioLive の入力チャン
ネルを 2 つ使ってしまうことになります。
チャンネル 25-26/17-18 は、
StudioLive 16.4.2と24.4.2 の 2トラックインおよびモニター
セクションの FireWire リターンボタンで利用でき、これらのチャンネルは Core Audio
再生で使用することをお勧めします。以下の手順に従って、StudioLive を Mac のメイ
ンオーディオ再生デバイスとして使用するよう設定できます。
StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 の場合、
まず Mac の出力をメイン FireWire リターンにルー
ティングする必要があります。StudioLive 16.0.2 の場合は、手順 7 に進んでください。
1. [Macintosh HD]>[ アプリケーション ]>[ ユーティリティ ] に移動し、[Audio MIDI
設定 ] を起動します。
2. [ 出力 ] タブをクリックします。

3. [ スピーカーの構成 ...] ボタンをクリックします。

4. ストリーム 1 とストリーム 2 の隣にあるボックスにチェックを入れます。
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5. 左スピーカーに [2TrackIn L] を選択します。

右スピーカーに [2TrackIn R] を選択します。

6. 選択したら、[ 適用 ] をクリックしてから [ 終了 ] をクリックします。
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7. 次に StudioLive を Mac のメイン出力デバイスとして設定します。[ システム環境
設定 ] を起動します。

8. [ サウンド ] を開きます。

9. [ 出力 ] タブをクリックし、[PreSonus FireStudio] を選択します。
これですべての Core Audio アプリケーションからの再生は、StudioLive のメイン
FireWire リターンボタンにルーティングされます。
パワーユーザー向けヒント：モニターバスが提供する柔軟性のため、コントロールルー
ム出力を使用してスタジオモニターに接続し、StudioLive のメイン WireWire リターン
を DAW のメイン出力として使用したいこともあるでしょう。
StudioLive 16.0.2 の場合、アウトプット 1-2 をメインバスに選択する必要があります。
StudioLive 16.4.2 の場合、アウトプット 17-18（2トラック L/R）をメインバスに選択す
る必要があります。
StudioLive 24.4.2 の場合、アウトプット 25-26（2トラック L/R）をメインバスに選択
する必要があります。

17

3
3.1

3

UniversalControl と VSL
Universal Control 起動ウィンドウ

StudioLive™ ソフトウェアライブラリ
リファレンスマニュアル

UniversalControl と VSL
Universal Control には 2 つのウィンドウがあります。起動ウィンドウとデバイスウィンド
ウです。StudioLive では、デバイスウィンドウは Virtual StudioLive (VSL) のアプリケー
ションです。VSL では、チャンネル、サブグループ（16.4.2 と 24.4.2）
、Aux、メイン
バスレベル、Fat Channel パラメーター、Aux ミックス、エフェクト、グラフィック EQ
の双方向コントロールが提供されます。また、それらを確認、調整、整理できるように、
StudioLive のビジュアルビューが利用できます。VSL にはライブラリアンが含まれ、プリ
セットとシーンを容易に管理することができます。
StudioLive を VSLでコントロールするのは、
ドラッグ &ドロップと同じくらい簡単です。
チャ
ンネルまたはミキサーオーバービューにドラッグするだけで、Fat Channel プリセットと
シーンをロードします。Fat Channel プリセットを完全なチャンネルストリップまたは個別
のゲート、コンプレッサー、EQ プリセットとしてロードすることができます。VSL によって、
StudioLive に保存したすべてのシーンとプリセットをバックアップすることができます。
保存された設定は、ディスクから読み込んだり、ディスクへ送信したり、また StudioLive
内部に保存できます。プリセットは、ブラウザーや E メール、IM からドラッグでき、また
は他の StudioLive ユーザーとプリセットをディスクスワップすることもできます。
コントロールは双方向であるため、StudioLive で作成されたフェーダーの移動やパラ
メーターの変更は VSL に反映されます。そのため、例えば StudioLive をお好みで設
定し、シーンやその他のプリセットを VSL に保存できます。
また、VSL により、権限のないユーザーをロックできるように、StudioLive のパスワード
を作成できます
（詳しくは、
セクション 3.7.10 をご参照ください）
。起動ウィンドウから、
バッ
ファーサイズやサンプルレートなどの基本パラメーターを設定できます。さらに、
起動ウィ
ンドウを使用し、WDM 出力を設定できます（PC のみ、セクション 3.1.1 を参照）
。
StudioLive がコンピューターに接続されている場合のみ、起動ウィンドウのミータース
タイルおよびミーターディケイオプションは無効となりますのでご注意ください。

3.1

Universal Control 起動ウィンドウ
サプルレートセレクター StudioLive のサンプルレートを変更します。

StudioLive がコンピューターに接続されている場合、起動ウィンドウでサンプルレート
を 44.1 または 48 kHz に設定します。
高いサンプルレートは録音の忠実度を増加させます。また、ファイルサイズやオーディ
オを処理するために必要なシステムのリソース容量も増加します。ただし、iTunes、
Windows Media Player、またはその他のアプリケーションを使用して制作したメディ
アを再生する場合は、再生の問題を防ぐために必ず 44.1 kHz を選択してください。

パワーユーザー向けヒント：接続されているオーディオ機器の安全を確保する目的で、
サンプルレートが変更されミキサーがコンピューターに接続している間は、StudioLive
によりすべてのポストコンバーターの出力が 2 秒間ミュートされます。ここには、メイ
ン出力とコントロールルーム出力、Aux 出力、サブグループ出力が含まれます。この
機能は、ご使用のサウンドシステムを保護する優れた機能ですが、ライブ演奏を中断
する可能性があります。そのため、レコーディングやパフォーマンスの前には、サンプ
ルレートを選択し、ロックしておくことが非常に重要です。

クロックソース クロックソースをチェーンの FireStudio ファミリーデバイスに変更します。
StudioLive は外部クロックのスレーブにはできません。ただし、デジタル入力機能の
ある FireStudio ファミリー製品とカスケード接続している場合、クロックソースは選択
可能になります。

クロックソース設定は、デバイスチェーンがワードクロック情報を受信する場所を決定
します。これにより、チェーンのデバイスとその他のデジタルデバイスとの同期や互い
の同期を保持します。メニューオプションはチェーンで有効なデジタル入力により決定
されます。
通常、
StudioLive をマスタークロックにします。この場合、
クロックを [StudioLive-Internal]
に設定します。
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操作モード StudioLiveドライバーのバッファーサイズの設定方法を変更します。
•• [Low Latency] 入出力バッファーはどちらもバッファーサイズ設定と同一です。
•• [Normal] モード 標準操作の出力バッファーを少し増加させます。
•• [Safe Mode 1] と [Safe Mode 2] 安定性を追加するために、出力バッファーを増加
させます。
バッファーサイズセレクター（Windows のみ）StudioLive のバッファーサイズを変更し
ます。
バッファーサイズを 64 ～ 4,096 サンプルに設定できます。バッファーサイズは、オー
ディオデータをアナログからデジタルに変換し、アナログに戻す往復時間を決定します。
原則として、バッファーサイズを大きくするとシステムパフォーマンスが向上しますが、
演奏できるバーチャルインストゥルメントが減少するなどの状態になります。一般的に、
512 サンプル（11 ～ 12 ミリ秒）は最適化されたシステムパフォーマンスに対して十
分なバッファーサイズを提供しますが、控えめになるよう十分低くなっています。
ホストアプリケーションを起動する前に、バッファーサイズおよびサンプルレートを設
定する必要があります。
Mac では、バッファーサイズはホストアプリケーション内で設定されます。
デバイスウィンドウボタン デバイスウィンドウを開きます。
このボタンをクリックし、Virtual StudioLive (VSL) を開きます。
StudioLive にカスタム名を付けるには、デフォルトラベル（StudioLive）をダブルクリッ
クしてテキストフィールドを開きます。カスタム名を入力し終えたら、
Enter キーを押します。
ファイルメニュー 起動とデバイスウィンドウを開閉します。
起動ウィンドウの [File] メニューから両ウィンドウを開閉でき、また Universal Control
アプリケーションを終了できます。
•• [Close Window] 起動ウィンドウのみを閉じます。
•• [Show All Devices] 接続されたすべての FireStudio ファミリーインターフェースの
デバイスウィンドウを開きます。
•• [Close All Devices] 接続されたすべての FireStudio ファミリーインターフェースの
デバイスウィンドウを閉じます。
•• [Quit] Universal Control アプリケーションを終了します。
設定：ファームウェアの確認 StudioLive をスキャンしてファームウェアを更新します。
ファームウェアのアップデーターは Universal Control アプリケーションに内蔵されてい
ます。StudioLive のファームウェアをアップデートするために、定期的なドライバーの
アップデートが必要です。Universal Control のアップデートをインストールまたは新し
くFireStudio ファミリー製品をシステムに追加する場合、この機能を使用してファーム
ウェアを最新にする必要があります。ファームウェアをアップデートする必要がある場合、
アップデートアプリケーションが自動的に起動します。
プリセットとシーンが StudioLive に保存されている場合、ファームウェアのアップデー
トがそれらを上書きすることはありません。ただし、Universal Control やミキサーの
ファームウェアをアップデートする前に、カスタムのシーンやプリセットのバックアップ
をとることを強くお勧めします。
設定：工場出荷時リセット StudioLive を工場出荷時設定にリセットします。
このオプションは、StudioLive を工場出荷時設定にリセットします。すべてのユーザー
プリセットとシーンが削除されます。すべての FX およびチャンネルストリッププリセッ
トが、工場出荷時設定にリセットされます。
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設定：起動時に実行 コンピューター起動時に Universal Control アプリケーションを
自動的に起動します（Windows のみ）
。
これが有効の場合、Windows PC を起動するたびに、Universal Control アプリケーショ
ンが自動的に起動されます。
Mac では、まず Universal Control を Dock にドラッグし、次に [Option] キーを押し
ながらクリックして [ オプション ]>[ ログイン時に開く] を選択することで、これを設定
できます。
設定：常に手前に表示 他のアプリケーションを使用中に、起動ウィンドウを表示させ
たままにできます。
この設定がオンの場合、他のアプリケーションがアクティブな際、起動ウィンドウは現
在のアプリケーションウィンドウの背景にならずに前景のままになります。

設定：WDM セットアップ WDM チャンネルマッパーを開きます（Windows のみ）
。
StudioLive には高度な WDM セットアップ設定ウィンドウが搭載されています。詳細
については、次のセクションをご覧ください。
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FireStudio ファミリーインターフェースと同様に、StudioLive にはオーディオインター
フェースとしての使用を強化する高度な WDM 機能があります。Universal Control の
起動ウィンドウの左上隅に設定メニューがあります。ここから WDM 入力および出力ス
トリームを設定できます。FireWire センドとリターンについて詳しくは、セクション 2.5
をご参照ください。
Mac の場合：StudioLive をメイン Core Audio デバイスとして使用するための詳細は、
セクション 2.7 をご覧ください。
StudioLive は Windows コンピューターのメイン WDM デバイスとして使用することが
でき、コンピューターのメイン出力を利用可能な出力ストリームにルーティングできま
す。デフォルトでは、これらのストリームは StudioLive のチャンネル 1 と 2 にルーティ
ングされています。
このため、StudioLive 16.0.2 ユーザーは、iTunes や最新の PreSonus ビデオを聴くた
めにモニターバスでメイン FireWire リターンを使用する設定をこれ以上する必要があ
りません。ただし、StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 の場合、WDM 再生だけで StudioLive
の入力チャンネルを 2 つ使ってしまうことになります。
チャンネル 25-26/17-18 は、
StudioLive 16.4.2と24.4.2 の 2トラックインおよびモニター
セクションの FireWire リターンボタンで利用でき、これらのチャンネルは WDM 再生
で使用することをお勧めします。次の説明に従って、StudioLive をコンピューターの
メインオーディオ再生デバイスとして使用するよう設定できます。
1. 起動ウィンドウで、[Settings]>[WDM setup] に移動します。WDM チャンネルマッ
パ ーウィンドウ が 開 きま す。デ フォルトで は、WDM アウトプット 1 と 2 は
StudioLive のチャンネル 1 と 2 にルーティングされます。上述のとおり、代わりに
チャンネル 25-26/17-18 に設定することをお勧めします。

2. まず、[Output] の隣のボックスにチェックを入れます。
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3. [WDM1 (front left)] をクリックし、[StudioLive 2 TrackIn Left] の隣にドラッグします。

4. [WDM2 (front right)] をクリックし、[StudioLive 2 TrackIn Right] の隣にドラッグし
ます。
5.

ステレオ WDM 再生は、
StudioLive マスターセクションの 2トラックインおよびモニター
バスのメイン FireWire リターンボタンに直接ルートされます。
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最初に VSL を起動すると、画面右側にブラウザーウィンドウが表示されます。VSL
のブラウザーは、Studio One のブラウザーと同様に機能します。ブラウザーには、
StudioLive とコンピューターに保存されたすべてのシーン、Fat Channel プリセット、
FX プリセット、グラフィック EQ 設定を表示できます。また、このウィンドウから新規設
定を作成でき、ライブラリ全体をバックアップすることができます。StudioLive にシー
ンまたはプリセットロードするには、ドラッグするだけです。
ご注意ください：StudioLive のファームウェアのバージョンは、VSL のバージョンと互
換性がある必要があります。VSL は StudioLive をスキャンし、ファームウェアが互換性
があるかを検証します。アップデートが必要な場合、
VSL にファームウェアのアップデー
ト画面が表示されます。アップデート処理に成功するまで VSL は開きません。
パワーユーザー向けヒント：その他のファームウェアのアップデートと同様に、カスタ
ム設定が保存されない危険性があります。このため、Universal Control のアップデー
トをインストールする前に、VSL を使用して StudioLive のファイルのバックアップを作
成することを強くお勧めします。
[Get] ボタン StudioLive に保存されたすべてのシーン、Fat Channel、FX およびグラ
フィック EQ プリセットを VSL に転送します。
最初に VSL を起動した際、StudioLive の内部メモリとコンピューターの間にリンクを
作成する必要があります。これを行うには、[Get] ボタンをクリックします。
ダイアログが表示され、[Transfer] ボタンをクリックする画面
が表示されます。ローカルキャッシュに一時的に保存された
あらゆる設定（ブラウザーウィンドウの [Device Memory] セク
ションに現在表示されている設定）は、上書きされます。

ディスクへ送信ボタン すべてのシーン、Fat Channel、FX、およびグラフィッ
ク EQ プリセットを一時メモリから永続的キャッシュに転送します。
VSL では、シーン、Fat Channel、FX およびグラフィック EQ プリセットをバッ
クアップし、コンピューターに永続的に保存できます。各プリセットは別々に追加する
ことができます。このように、必要なものだけを必要な時にバックアップできます。
シーンまたはプリセットを一時メモリから永続的メモリに移動するには、プリセットま
たはシーンを 1 つ選択し、ディスクへ送信ボタンをクリックします。
複数のプリセットを選択するには、選択中に Shift キーを押し続けます。

shift

注意：シーンを SL Remote を使用してリモートから呼び出すようにする場合、まずシー
ンを永続的キャッシュに転送する必要があります。ブラウザーの [On The Disk] セクショ
ンに表示されたシーンのみを SL Remote で呼び出すことができます。
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ブラウザータブボタン StudioLive とコンピューターのさまざまなプリセットカテゴリー
を表示します。

すべてのシーンとプリセットが、VSL の専用フォルダーに含まれます。特定のプリセッ
トのセットを表示するには、そのタブをクリックします。
•• [SCENE] 保存されたシーンを表示します。

•• [FAT CH] 保存された Fat Channel プリセットを表示します。
•• [FX] 保存されたエフェクトプリセットを表示します。
•• [GEQ] グラフィック EQ プリセットを表示します。

•• [BACKUP] VSL に作成されたバックアップログを表示します。

送信ボタン 指定のシーン、Fat Channel、FX、およびグラフィック EQ プリセットを
VSL から StudioLive メモリに転送します。

VSL によって、ファイルのドラッグ &ドロップと同じくらい容易に、StudioLive に保存し
たすべてのシーンとプリセットを再構成することができます。StudioLive に新規シーン
と新規プリセットをロードするには、シーンとプリセットをブラウザーの [On The Disk]
セクションからブラウザーの [Device Memory] の任意の場所にドラッグするだけです。
シーンまたはプリセットを新規の場所で上書きするかを確認
するダイアログが表示されます。これは StudioLive に内部保
存された内容をすぐに上書きするわけではありません。VSL
キャッシュメモリに保存された内容を上書きするだけです。

StudioLive に転送するファイルを構成したら、[Send] ボタンを押します。転送が完了
すると、StudioLive をコンピューターから接続解除し、選択したシーンとプリセットを
持ち運ぶことができます。
新規追加ボタン 新規シーンまたはプリセットを作成します。

ブラウザーの [On The Disk] と [Device Memory] セクションには、新規追加ボタンが
表示されます。このボタンをクリックすると、すばやく新規シーンまたはプリセットを作
成します。この新規プリセットを VSL に一時的に保存し、StudioLive の内部メモリに
すぐに送信する場合は、新規プリセットを [Device Memory] セクションに追加します。
この新規プリセットをコンピューターの永続的メモリの方に保存したい場合、[On The
Disk] セクションで新規追加ボタンを使用します。いずれの場合も、新規プリセットは
いつでも StudioLive に送信することができます。
削除ボタン 保存されたシーンまたはプリセットを削除します。

ブラウザーの [On The Disk] セクションに、削除ボタンが表示されます。このボタンを
クリックして、選択中のシーンまたはプリセットを削除します。
バックアップタブ StudioLive のバックアップを作成および復元します。

バックアップタブでは、StudioLive の完全なタイムスタンプ付きのスナップショットを
作成できます。これは、将来的に見直す必要のある可能性のあるプロジェクトを完了
する場合に特に役に立ちます。バックアップを作成するには、
[BACKUP] ボタンをクリッ
クするだけです。

バックアップファイルを復元するには、ブラウザーの [On the Disk] 部でそれを選択し、
[RESTORE] ボタンをクリックします。ブラウザーの [Device Memory] セクションにロードさ
れたシーンまたはプリセットが上書きされる警告が表示されます。バックアップを復元し
たら、[Send] ボタンをクリックし、シーンとプリセットを StudioLive に戻すことができます。

ブラウザーの表示 / 非表示 ブラウザーウィンドウを表示または非表示します。

ブラウザーはミックスにさらなる空間を提供するために、表示から非表示にできます。
[Hide Browser] ボタンをクリックすると、ブラウザーが閉じます。

ブラウザーを再度開くには、VSL ウィンドウの右上端にある [Show Browser] ボタンを
クリックします。
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3.3

VSL：オーバービュータブ
VSL ウィンドウの上部には、4 つのタブ、[Overview]、[Fat Channel]、[GEQ]、[Setup]
が表示されます。オーバービュータブには、StudioLive が完全なグラフィックで表示
されます。StudioLive のパラメーターを調整すると、VSL のオーバービューも更新さ
れることがわかります。VSL のパラメーターを調整するためにマウスを使用する場合、
StudioLive はリモートで更新されます。VSL のすべてのボタン、
ノブ、
スライダー、
フェー
ダーは、StudioLive のボタン、ノブ、スライダー、フェーダーに合致していることにご
注意ください。
ブラウザーを表示
ファンタム電源
位相反転

FireWireリターン

GEQを有効にする

デジタル出力

GEQにフォーカス

ハイパスフィルター
サブグループアサイン

GEQアサイン

メインバスアサイン

ゲートマイクロビュー
コンプレッサーマイクロビュー
EQマイクロビュー

Auxセンドレベル

FXセンドレベル

FXタイプメニュー

GEQにフォーカス

パンコントロール

トークバック
チャンネル選択

チャンネルソロ
チャンネルミュート
メモ用ストリップ

メーターモード

ミックスをコピー

チャンネルメーター

チャンネルレベル
ステレオリンク

上記の画像は、StudioLive で対応するコントロールでラベル付けされた各コントロー
ラーを特定し、オーバービュータブに移動する方法をすばやく理解するためのマップ
として使用することができます。

3.3.1

Aux センド / マスタービュー
VSL には、StudioLive Aux 出力と FX バスの 2 つの表示があります。Aux センドビュー
では、すべての Aux 出力および FX バスに対する StudioLive の全チャンネルのセン
ドレベルの概要が提供されます。

矢印ボタンをクリックすると Aux は折り畳まれ、低解像度の画面で同時にチャンネル
フェーダーとマイクロビューを表示することができます。
パワーユーザー向けヒント：Aux ミックスをすばやく設定するには、マウスを使用しチャ
ンネル 1 のセンドレベルを設定します。チャンネル 1 のセンドレベルで右クリックし、
Aux の他のチャンネルセンドにマウスを移動させます。センドレベルは Aux のその他
すべてのチャンネルにコピーされます。
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マスタービューでは、StudioLive で表示されるように各 Aux
出力と FX バスのコントロールが表示されます。またメモ用ス
トリップを表示して各 Aux にカスタム名を与えます。
マスタービュー内から、Aux と FX バスを選択し、その Fat
Channel インサートを編集できます。
StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 をご使用の場合、マスタービュー
には、Aux フリップモードチャンネル（メイン FireWire リターン、テープ入力、Aux 入
力 A および B、FXA、FXB、トークバック [24.4.2 のみ ]）のセンドレベルも表示されます。

3.3.2

タップテンポ
VSL では、両方の FX バスでロードされたディレイに対するタップテンポ機能をリモー
トコントロールできます。ディレイ FX タイプ（Mono、Filter、Stereo、Pingpong）が
FXA または FXB にロードされると、タップテンポボタンがバスに表示されます。この
ボタンを繰り返しクリックするとタイムパラメーターが変わり、入力したテンポに一致し
ます。

3.3.3

ミックスをコピーする
メインフェーダーの隣、各 Aux マスターに、コピーミックスハンドルがあります。
マウスで選択すると、このハンドルで、このバスのミックスを別のバスミックスへド
ラッグ &ドロップすることができます。このように、メインフェーダーミックスを Aux
1 にドラッグしてスタートポイントを設定し、2 つの異なるフロアモニターでシンガー
に同じミックスをすばやく提供できます。
注意：メインミックスは任意の Aux にコピーできますが、
Auxミックスは他の Auxミッ
クスにのみコピーが可能で、メインミックスへコピーはできません。

3.3.4

Channel 設定をコピーする
VSL では、1 つのチャンネルまたはバスからチャンネル設定をコピーする方法が 2 通
りあります。1 つ目の方法は基本的に StudioLive ハードウェアと同様に機能するもので、
2 つ目の方法は VSL 特有のものです。

チャンネルのコピー（コピー / ペースト）
StudioLive ミキサーでは、1 つのチャンネルまたはバスの Fat Channel 設定を、複数
のチャンネルとバスにすばやくコピー & ペーストすることができます。VSL もまったく
同じ方法で、同様の機能を提供しています。
1. チャンネルまたはバスをコピーするには、コピーするチャンネルまたはバスを選
択し [COPY] ボタンをクリックします。すべての [SELECT] ボタンが点滅します。
2. Fat Channel 設定をコピーするチャンネルとバスの [SELECT] ボタンをクリックします。

3. 選択したら、[PASTE] をクリックします。
注意：サブグループとメインバスのアサインは、チャンネルからチャンネルにのみコ
ピーされます。
チャンネルのコピー（ドラッグ & ドロップ）
VSL ウィンドウの上部にチャンネルのコピーハンドルが表示されます。このハンドルは
選択したチャンネルに従い、チャンネルの Fat Channel とバスのアサインすべてを別
のチャンネルまたはバスにドラッグ &ドロップすることができます。
注意：チャンネルバスのアサインは、チャンネルからチャンネルにしかコピーされません。
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一般的に、グラフィック EQ 設定はライブショーの前に作成し、それ以降は調整しません。
しかし、微妙な調整を後で行わなければならない場合もあります。VSL なら、このよう
な調整をすばやく簡単に行えます。
オーバービュータブのマスターセクションの上部に GEQ があります。ここで、次の 3
つの方法のうちいずれかを使用し、任意の GEQ にフォーカスすることができます。

GEQ タブで GEQ を選択します。たとえば、GEQ タブで GEQ 5/6 にフォーカスし、オー
バービュータブに切り替えた場合でも、マスターセクション上部の Focus GEQ を使用
して GEQ 5/6 を調整することができます。
GEQ フォーカスメニューから GEQ を選択します。フォーカスされた GEQ の左上隅に、
プルダウンメニューが表示されます。このメニューの 8 つの GEQ から任意の GEQ を
選択し、オーバービュータブでフォーカスすることができます。

Focus GEQ ボタンをクリックします。グラフィック EQ が Aux、サブグループ、またはメ
インバスにインサートされると、Focus GEQ ボタンがバスの上に表示されます。
（注意：
Aux の場合、Focus GEQ ボタンはマスタービューでのみ表示されます。
）このボタン
をクリックすると、バスにインサートされたグラフィック EQ をオーバービュータブで
フォーカスすることができます。

3.4

VSL: Fat Channel タブ
Fat Channel タブでは、選択したチャンネルの Fat Channel パラメーターの詳細を見
ることができます。選択されているチャンネルは、常にゲートセクションの上に表示さ
れます。常に双方向のコントロールをしていることを忘れないことが重要です。たとえ
ば、マウスで EQ のポイントを操作した場合、VSL と StudioLive の両方のパラメーター
を変更することになります。
StudioLive 16.4.2 および 24.4.2 をご使用の場合：Aux 入力 A と B の Fat Channel にア
クセスするには、StudioLive にある Aux 入力の [Select] ボタンを押します。これで、チャ
ンネルタブ内から VSL を使用してプリセットのロードや調整を行うことができます。すべ
ての Aux バス、FXA、FXB は、マスタービューを使用して選択できます。Fat Channel
タブでは、サブグループとメインバスのアサインにもアクセスすることができます。

パワーユーザー向けヒント：オーバービュータブのマイクロビューの任意の部分をダブ
ルクリックしても、Fat Channel タブを開くことができます。ビューで選択したパラメー
ターで、Fat Channel タブが開きます。たとえば、チャンネル 4 の EQ マイクロビュー
をダブルクリックした場合は、チャンネル 4 のフル EQ を表示する Fat Channel タブが
開きます。
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前のセクションで説明されている通り、VSL のブラウザーウィンドウは、Studio One のブ
ラウザーと同じように機能します。
ブラウザーウィンドウからシーンまたはプリセットをロー
ドするには、選択してロード先のミキサーまたはチャンネル上にドラッグします。シーン
とプリセットは、
ブラウザーの [On the Disk]または [Device Memory]セクションからドラッ
グして、オーバービュータブまたはチャンネルタブにドロップすることができます。

3.5.1

シーンをロードする
StudioLive で新しいシーンをロードする場合、
ブラウザーウィンドウから選択し、
オーバー
ビュータブまたはチャンネルタブ上にドラッグします。ウィンドウが灰色表示になります。
これは、新しいシーンがロードされることを示しています。StudioLive で呼び出しが有
効に設定されているパラメーターのみが、
ミキサーで呼び出されることにご注意ください。

3.5.2

メモ用ストリップラベルをロードする
メモ用ストリップラベルは、シーンと共に保存されています。ブラウザーウィンドウか
らシーンを選択し、チャンネルフェーダーの上のメモ用ストリップの列にドラッグする
ことで、ラベルだけをロードすることができます。メモ用ストリップが灰色表示になり、
これは、シーンのメモ用ストリップラベルがロードされることを示しています。

ご注意ください：VSL で作成されたシーンが StudioLive に転送された場合、メモ用ス
トリップラベルは保存されません。たとえば、VSL で作成したシーンを StudioLive の
メモリに転送し、さらに VSL に転送して戻す場合（または VSL 接続中に StudioLive
から呼び出す場合）
、メモ用ストリップラベルは削除され、ロードされません。
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Fat Channel プリセット（ゲート、コンプレッサー、EQ など）のすべての
コンポーネントをロードするには、ブラウザーウィンドウからプリセットを
選択し、希望のチャンネルの任意の部分にドラッグします。

コンポーネントマイクロビュー上にドラッグした場合、そのコンポーネントの
みがロードされます（たとえば、ゲートマイクロビュー上にプリセットをドラッ
グすると、ゲートのみがロードされます）
。

3.5.4

FX プリセットをロードする
FX プリセットをロードするには、
ブラウザーウィンドウからプリセットを選択し、
オーバー
ビュータブのマスターセクションにある、希望の FX バスの任意の部分にドラッグしま
す。ロードしたら、
FX タイプメニューを使用して、
エフェクトの変更および新しいプリセッ
トの作成を行うことができます。
注意：ここでは、VSL はプリセット名を StudioLive に転送しません。VSL 内
からロードされたすべての FX プリセットは、StudioLive の FX メニューでは
「Natural」のラベルが付けられます。
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グラフィック EQ プリセットをロードするには、ブラウザーウィンドウからプリセットを
選択し、フォーカスされたグラフィック EQ の任意の部分にドラッグします。グラフィッ
ク EQ プリセットは、オーバービュータブまたは GEQ タブでロードすることができます。
プリセットをロードしたら、VSL のスライダーまたは StudioLive のエンコーダーを使用
して調整することができます。
ご注意ください：StudioLive でエンコー
ダーを使用して VSL の各グラフィック EQ
をコントロールするためには、コントロー
ルするグラフィック EQ の GEQ メニュー
ページを表示している必要があります。
詳しくは、
『StudioLive オーナーズマニュ
アル』のセクション 5.3 をご参照ください。

3.6

VSL：GEQ タブ
StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 には、4 つのデュアルモノグラフィック EQ が搭載されていま
す。ステレオペアでアサイン可能なこれらのグラフィック EQ は、10/6 Aux バス、サブグ
ループ x 4、またはメインバスのいずれにもインサートできます。StudioLive 16.0.2 に
は、ステレオ 31 バンドのグラフィック EQ がメインバスに搭載されています。VSL はグラ
フィック EQ を個々にコントロールできるだけではなく、ペアがステレオバスにインサート
され、両サイドを一度にコントロールすることが許可されている場合、デュアルモノグラ
フィック EQ を自動的にリンクして本物のステレオグラフィック EQ を作成します。
（たとえば、
GEQ 1/2 をサブグループ 3 と 4 にインサートし、サブグループをステレオリンクした場合、
GEQ 1/2 はデュアルモノグラフィックではなく、ステレオグラフィックEQ として機能します。
）
GEQ タブでは、Smaart Spectra™ 分析ツールにアクセスすることもできます。これらの
ツールは、モニターを鳴らしたり、ミックスの周波数スペクトラムを表示したり、バス
の全体的な出力レベルを確認したりするために使用できます。
注意：VSL からグラフィック EQ に変更を加える場合、StudioLive の GEQ メニューを
有効にしておく必要はありません。VSL で Fat Channel を使用してグラフィック EQ を
コントロールするには、StudioLive の GEQ メニューを開く必要があります。詳しくは、
『StudioLive オーナーズマニュアル』のセクション 5.3 をご参照ください。

3.6.1

GEQ を選択して編集する（24.4.2 および 16.4.2 のみ）

GEQ タブの上部にあるタブと共に、もう1 つのタブのセット、各デュアルモノ GEQ のタブ
が表示されます。GEQ にフォーカスして編集できるようするには、このタブをクリックします。
パワーユーザー向けヒント：StudioLive ミキサーからグラフィック EQ をコントロールす
る場合とは異なり、VSL のグラフィック EQ の各ペアは、アサイン先のバスのリンクさ
れた状態に従います。たとえば、Aux 1 と 2 をリンクし、Aux 1 にアサインされた GEQ
を変更した場合、Aux 2 にアサインされた GEQ も同時に変更されます。メインバスに
アサインされた GEQ は常にステレオリンクしています。
GEQ バスのアサイン（24.4.2 のみ）バスにグラフィック EQ をインサートするには、グラ
フィック EQ の下にあるプルダウンメニューをクリックし、インサートしたいバスのペアを
選択します。
グラフィック EQ はデュアルモノのため、ステレオペアにアサインする必要があります。
ただし、
バスがステレオリンクしている場合を除いて、
各 GEQ に対して個別にコントロー
ルできます。
パワーユーザー向けヒント：バスがステレオリンクしている場合、グラフィック EQ は
自動的にリンクします。これは、グラフィック EQ スライダーを動かしている間、Alt/
Option キーを押したままにすることで、一時的に無効にすることができます。
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GEQ を有効にする

StudioLive™ ソフトウェアライブラリ
リファレンスマニュアル

デフォルトでは、すべてのグラフィック EQ は無効になっています。VSL からリモートで
これらを有効にするには、スライダーの左にある有効ボタンをクリックします。

3.6.3

GEQ カーブをフラットにする
GEQ のカーブ設定をすべてゼロアウトするには、有効ボタンの下にある GEQ フラット
ボタンをクリックします。これにより、すべてのバンドのゲインを 0 dB でフラットにし、
31 バンドのいずれかをブーストさせたり、減衰させたりすることがなくなります。

3.6.4

Smaart 分析を有効にする
デフォルトでは、Smaart 分析は無効になっています。Smaart が無効である場合、どの
バスが Aux 入力 29 および 30（StudioLive16.4.2 と 24.4.2 の場合）にルーティングさ
れるかをコントロールします。

[Spect]（スペクトログラフ）または [RTA] ボタンをクリックすると Smaart が起動し、
VSL で Aux 入力 29 および 30（StudioLive16.4.2 と 24.4.2 の場合）をコントロールで
きるようになります。
StudioLive 16.0.2 の場合：Smaart 分析を使用するには、メインミックスをフレキシブ
ル入力 15 と 16 にルーティングする必要があります。アナログ入力 15 と 16 がフレキ
シブル入力にパッチされている場合、スペクトログラフボタンと RTA ボタンは機能し
ません。
Aux 入力とフレキシブル入力ルーターについて詳しくは、セクション 3.7.1 および 3.7.2
をご参照ください。

3.6.5

時間周波数スペクトログラフ

スペクトログラフボタンをクリックすると、時間周波数スペクトログラフが起動します。
スペクトログラフでは、オーディオを 3 次元表示し、x = 周波数、y = 時間、色 = デシ
ベルレベルを示します。
ダイナミックレンジスレッショルドを下回る信号はすべて黒になります。
トップダイナミッ
クレンジスレッショルドを上回る信号はすべて白になります。ダイナミックレンジの範
囲内で、色は青から緑、赤となり、青が最小音量で、赤が最大音量を示します。
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このフィールドの多くのオーディオ信号は非常にダイナミックです。音楽の信号、
スピー
チ、そして環境ノイズまでが、時間関数としてスペクトラムのコンテンツで大きな変化
を含んでいます。スペクトログラフは、振幅を色が表し、時間をかけてとられた複数
の RTA 測定の記録として考えることができます。
この機能を使用して、入力信号のスペクトラムのコンテンツを、時間の経過による変
化とともに録音します。これにより、時間によって異なる入力信号のトレンドを表示し
て分析することができます。
スペクトログラフは、トラブルシューディング用のツールとして、システムまたは音響空
間におけるスペクトラムの「不具合」を見つけるのに役立ちます。あるオーディオ信号
や音響イベントには特性があり、時間 / 周波数に特徴があるため、特に電子信号チェー
ンや電気音響フィードバックがある場合の AC ラインのような高いトーンの音は、簡単
に検出することができます。
ダイナミックレンジ
右下隅に、スペクトログラフのダイナミックレンジスライダーがあります。これらのスラ
イダーで、スペクトログラフの最大 / 最小音量スレッショルドを設定します。

3.6.6

RTA

[RTA] ボタンをクリックすると、リアルタイムアナライザーが起動し、x = 周波数、y = 振
幅が表示されます。RTA は聞こえている音をビジュアル表示します。たとえば、音楽の
パフォーマンスの、1/3 オクターブスペクトラムの長時間に渡る平均など、長時間の信
号のスペクトラムを表示することができます。
平均化する
RTA が有効である間、平均スピードを調整することができます。試験測定で音楽を使
用する場合、短時間でデータを平均化しなければならないことがよくあります。これは、
音楽信号が常にすべての周波数でエネルギーを持っているわけではないためです。
平均化とは、複数のデータサンプルを使用し、除法により統計的により正確なレスポ
ンスの計算結果を得る、数学的なプロセスです。リアルタイムアナライザーの「リア
ルタイム」をスローにすることの、技術的な言い方です。
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3.6.7

Smaat スペクトグラフを使用してモニターをリングアウトする
スペクトログラフは時間の経過に従った周波数データを表示するため、フィードバック
のような一定の周波数は、スペクトログラフでは直線で表示されます。フィードバック
とは、フィードバックループの省略形であり、スピーカーからの信号の一部がマイクに
返り、問題のある周波数で一定のトーンが発生することです。
「リングアウト」とは、フロ
アモニターのフィードバックの前に、ゲインを最大化するためにフィードバックをしてい
る周波数を減衰させるプロセスです。
1. マイク入力ゲインを適切なレベルにして、音を出すマイクチャンネルに Aux セン
ドレベルを合わせます。

On

Shelf

On

Hi Q

On

パワーユーザー向けヒント：ステージモニター用に 1 つ、FOH 用に 1 つのコンソール
を使用している場合は、FOH コンソールでマイク入力ゲインを設定します。ステージ
モニターの外で大きな音量を得るために、モニターミキサーのマイク信号のゲインを
上げないでください。これは別の場所（個々のチャンネルのミックスレベルやグロー
バルコントロールの Aux 出力レベルなど）でも行うことができます。フィードバックフ
リーのショーを実現するためには、ゲイン設定は非常に重要です。

2. VSL の GEQ タブをクリックし、リングアウトしているステージモニターの Aux 出力
にアサインされた GEQ を選択します。
3. スペクトログラフを有効にします。

4. フィードバックが聞こえる（また、見える）まで、ゆっくりと Aux 出力レベルを上げ
ます。
注意：ステージモニターのリングアウトは、フィードバックを起こします。注意しないと
大量のフィードバックが引き起こされます。スピーカーや耳へのダメージを避けるため、
ゆっくり慎重に作業を行い、急にゲインを増大させないでください。

5. フィードバックがスペクトログラフに実線として表示され、RTA にはラインピークと
して表示されます。ダイナミックスレッショルドを使用して、周波数情報が表示さ
れる明るさや入力レベルを調整します。

6. 問題のある周波数の GEQ フェーダーを 3 dB 単位で下げていき、
ステージモニター
から減衰（
「リング」アウト）させます。
パワーユーザー向けヒント：フィードバック直前まで GEQ スライダーのレベルを戻すと、
取り除く周波数コンテンツを抑え、音色全体への影響を抑えることができます。スピー
カーはマイクに向けられているため、ステージーモニターのフィードバックは通常高い
周波数で発生しますが、またそこが、明瞭度の発生する場所でもあります。明瞭度と
ゲイン構造を最大化することで、モニターのサウンドがよりクリアになります。
このプロセスは、メインシステムにも適用できます。小型マイクや演壇マイクが必要
なアプリケーションでは特に便利です。このようなタイプのマイクは、通常、無指向コ
ンデンサーで、非常にフィードバックしやすいためです。
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メインシステムにおいては、フィードバックは、通常、中から低音域です。フィードバッ
クループを生成および再生成する周波数は、低周波数の方向コントロールを失って、
メインシステムをラップアラウンドします。
システムのリングアウトを行い、2 ～ 3 のフィードバックループが同時に発生している
場合、安定性は見込めません。全体の出力レベルを下げるか、スピーカーやマイク
を移動するなど、物理的な解決方法をお試しください。

3.6.8

ミキシング中 Smaart RTA を使用する
RTA とスペクトログラフには、フィードバックスパイクの測定以外にも便利なアプリケー
ションがあります。周波数コンテンツの分析機能（特に、問題のあるエリアを見分け
るために、聞こえている周波数のビジュアル表示ができること）により、RTA は多くの
ミックスエンジニアにとって、秘密兵器となっています。Smaart Spectra ツールは、聴
覚トレーニングにも適用でき、調整を行う際に正しい周波数を選択ができる自信がつ
きます。
RTA/ スペクトログラフは、バス信号をデジタルで分析しているため、部屋やスピーカー
の特異性は考慮されません。StudioLive 内部で実際に何が起こっているのかを測定
するため、純粋なミックスの計測を行うことができます。
スペクトログラフは、信号のブロードバンド情報を表示し、ソースの基本周波数や、
調和構造を簡単に見ることができます。RTA は、指定したプレーンの振幅と周波数コ
ンテンツを表示したものです。スペクトログラフでは、信号内で現在何が起きている
のかを確認することができ、同時に直前に何が起きたのかも確認することができます。
一方、RTA では履歴情報はありません。イベントが発生しても、消えてしまいます。
パワーユーザー向けヒント：RTA とスペクトログラフビューは両方とも、ミックスで楽器
にスペースを与える際、楽器のスペクトラルコンテンツを理解する場合に便利です。
これらのツールをどのように使用するかは、各自の主観的、創造的な目的次第です。
自分の耳を信じて Spectra ツールを使用し、聞こえているものを確認してください。
ここにドラム、ベース、ギター、男性ボーカルのミック
スが VSL の RTA で表示されています。最初の画像では、
500 Hz にスパイクがあることがわかります。これは、男性
ボーカルと競合していた鋭い音のリードギターが直接関
係しています。

調整した後、ギターはミックスに収まり、スパイクが消え
ました。
パワーユーザー向けヒント：スペクトログラフも RTA も、
注意深い試聴の代わりに使用できないのでご注意くださ
い。これらのツールでは、ミックスの優れたビジュアル分
析を行いますが、メインガイドは常にリスニングです。
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RTA の別の強力な使用方法として、サウンドチェック中にミックスの調整を行う際に、
問題のある楽器にすばやくEQ を設定できることが挙げられます。この例では、鳴り響
くフロアタムの、問題がある周波数を特定するために RTA を使用します。
1. まず、StudioLive の [SIP] を押し続けます。

SIP
SIP

2. フロアタムチャンネルをソロにします。

3. フロアタムチャンネルのフェーダーをユニティまで上げます。

4. メインフェーダーをユニティまで上げます。

5. VSL で、GEQ タブをクリックします。

6. メインバス GEQ を選択します。

7. [RTA] ボタンを有効にします。
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8. RTA でフロアタムが再生されているのを見ます。聞こえ続けている低音に関連し
たスパイクが 250 Hz にあることがわかります。
9. StudioLive でローミッド EQ をオンにし、周波数を 265 Hz に設定します。

10. 音が聞こえなく（また見えなく）なるまでゲインを下げていきます。
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設定タブでは、VSL と StudioLive のカスタマイズ、Aux FireWire 入力（StudioLive
16.4.2 と 24.4.2 のみ）とフレキシブル入力（StudioLive 16.0.2 のみ）のルーティング、
MIDI コントロールモードの設定（StudioLive 16.0.2 のみ）
、接続された iOS デバイス
の機能の有効または無効への切り替えが行えます。

3.7.1

Aux 入力ルーター（16.4.2 および 24.4.2 のみ）
StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 ミキサーでは、16/24 入力チャンネルに加え、入力チャン
ネルおよび 19 のうち 16 (16.4.2) または 23 のうち 8 (24.4.2) チャンネルのバスや他の
入力を、コンピューターにルーティングできます。これは設定タブの Aux 入力ルーター
経由で行います。FireWire センド 17-32 (16.4.2) または 25-32 (24.4.2) をルーティング
するには、まず入力チャンネルに加えどのバスと入力を録音するか決定します。入力ペ
アを決定したら、これらをお好きな Aux 入力のステレオペアにパッチします。バスと入
力すべては、その信号をポスト Fat Channel ダイナミクスと EQ（利用可能な場合）に
自動に送信するよう設定されています。Aux 入力ルーターで選択された入力とバスは、
ルーティング名と共に、ご使用のレコーディングアプリケーションに表示されます。

たとえば、上記の画像でルーティングされているペアは、ホストレコーディングアプリ
ケーションでは以下の図のように解釈されます。
物理的

ソフトウェア

メインミックス左

Auxイン25

メインミックス右

Auxイン26

サブグループ1

Auxイン27

サブグループ2

Auxイン28

サブグループ3

Auxイン29

サブグループ4

Auxイン30

Auxセンド3

Auxイン31

Auxセンド4

Auxイン32

また、Aux 入力ルーターでは、特定のバスを S/PDIF 出力として指定し、Capture
の Aux ステレオトラックで 録 音されるステレオペアを選 択 することもできます。
StudioLive がコンピューターに接続されていない場合、S/PDIF 出力はシステムメ
ニューを使用してルーティングできます。ただし、StudioLive がコンピューターに同期
している場合は、19 または 23（ご使用のミキサーに応じて異なる）の利用可能なバ
スまたは入力を、
FireWire センド 31と32 にルーティングすることで S/PDIF 出力にルー
ティングできます。これらのセンドは、Aux 入力 31 と Aux 入力 32 経由のレコーディ
ングに利用できるばかりでなく、S/PDIF 出力に対してノーマルとなります。
上述の通り、Smaart Spectra ツールがオンの場合は、VSL は Aux 入力 29 と 30 をコ
ントロールします。VSL がコントロールすると、これらの入力は灰色表示になります。
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3.7.2

フレキシブル入力ルーター（StudioLive 16.0.2 のみ）
StudioLive 16.0.2 では、アナログ入力 15 と 16 の録音、またはメインバスの録音から
選択できます。これは設定タブのフレキシブル入力ルーター経由で実行されます。
StudioLive は、デフォルトでは、FireWire センド 15 と 16 で入力 15 と 16 を録音する
よう設定されています。代わりにメインバスミックスを録音する場合、フレキシブル入
力ルーターを使用して、FireWire センド 15 と 16 にメインバスを再パッチします。
メインバスは、
その信号をポスト Fat Channel ダイナミクスプロセッシングと EQ（利
用可能な場合）
に自動に送信するよう設定されています。
フレキシブル入力ルーター
でどのソースが選択されていても、ご使用のレコーディングアプリケーションでは
入力 15 と 16 が表示されます。
注意：Smaart Spectra ツールを使用するには、メインミックスをフレキシブル入力
にパッチする必要があります。アナログ入力 15/16 がパッチされると、Smaart コン
トロールは機能しません。

3.7.3

MIDI コントロールモードメニュー（StudioLive 16.0.2 のみ）
MIDI コントロールモードはパワフルな機能で、MIDI コント
ローラーおよび DAW を使用して、StudioLive 16.0.2 の主
要なパラメーターをリモートでコントロールすることができ
ます。このメニューは、StudioLive のシステムメニューにあ
る MIDI コントロールモードページと合致しています。
詳しくは、
『StudioLive 16.0.2 オーナーズマニュアル』のセク
ション 5.5 をご参照ください。

3.7.4

ノイズゲートモード（StudioLive 16.4.2 のみ）
StudioLive 16.4.2 では、各チャンネルのペアに対して、エキスパンダーとノイズ
ゲートの間で選択することができます。設定タブのノイズゲートモードメニューは、
StudioLive のシステムメニューにあるゲートタイプページと合致しています。
詳しくは、
『StudioLive 16.4.2/24.4.2 オーナーズマニュアル』のセクション 5.4 をご参照
ください。

3.7.5

シーンリコールフィルター
StudioLive では、シーンを使用して呼び出すパラメーターのグループを決定できます。
設定タブのシーンリコールメニューは、StudioLive のシステムメニューにあるシーンリ
コールメニューと合致しています。
詳しくは、
『StudioLive オーナーズマニュアル』のセクション 5.2.3 をご参照ください。

3.7.6

チャンネルフェーダーをリンク設定
チャンネルフェーダーをリンク設定が有効な場合、ステレオリンクしたチャンネルは、
VSL または StudioLive Remote の各フェーダーを個々にコントロールしません。これ
により、チャンネルフェーダーのいずれかを動かすことで、ステレオチャンネルペアの
ボリュームをコントロールできます。
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3.7.7

フェーダーロケートにデフォルト
フェーダーロケートにデフォルトが環境設定で選択されている場合、VSL または
StudioLive Remote でフェーダーがリモートで動かされると、フェーダーロケートが自
動的に有効になります。この設定がオンの場合、ボードに戻ると StudioLive がすばや
く同期されます。
パワーユーザー向けヒント：StudioLive のフェーダーをリモートコントロールしている
場合、この設定を有効にすることをおすすめします。フェーダーロケートモードがオン
の場合、StudioLive のフェーダーはアクティブになりません。このモードを自動的にオ
ンにすることで、StudioLive に戻った時 VSL または SL Remote でフェーダーが上下に
調節されたことを忘れていた場合に予期せぬ音量変化を避けることができます。

3.7.8

トークバックのアサイン
StudioLive のトークバックのアサインは、
VSL からリモートコントロールが可能です。
トー
クバックのオン / オフは、オーバービュータブのトークボタンからコントロールできます
（セクション 3.3 の画像参照）
。

3.7.9

リモートデバイスへの許可
StudioLive Remote for iPad または iPhone/iPod touch 用 QMix を使用して VSL をリ
モートコントロールすれば、レコーディング会場を自由に移動できます。ただしこれは、
技術に差のある複数のスタッフに StudioLive をフルに操作する権限を与える、という
ことでもあります。VSL では、許可を設定することにより、各 iOS デバイスのミキサー
機能へのアクセスを制限することができます。
iOS デバイスがワイヤレスネットワークに接続され SL Remote または QMix が起動さ
れると、そのデバイスは VSL の設定タブにあるリモートデバイスリストに表示されます。
各デバイスはデバイス名によってリストされるため、どのデバイスがどれに該当する
かを簡単に確認できます。この名前は iTunes または iOS デバイスの [ 一般 ]>[ 情報 ]
設定で変更可能です。
一度 iOS デバイスを接続して設定すれば、そのデバイスに接続する度に同様の許可
が設定されます。SL Remote と QMix について詳しくは、セクション 4 と 5 をご参照く
ださい。

StudioLive Remote for iPad への許可
SL Remote ユーザーへの許可を設定する場合、すべての SL Remote 機能へのフルア
クセス権を与えるか、いくつかの Aux ミックス機能のみへのアクセス権を与えるか、
選択できます。ほとんどの場合、iPad1 台が FOH として設定され、他は Aux ミックス
として設定されます。
FOH SL Remote から Smaart システムチェックモードを起動する機
能など、すべての SL Remote 機能を有効にします。このオプション
が無効の場合、SL Remote は特定の Aux ミックスのみ、またはす
べての Aux ミックスをコントロールします。
個々の Aux ミックスまたはすべての Aux ミックスを選択するには、
プルダウンメニューをクリックします。

Aux Fat（Aux ミックスのみ）有効な場合、SL Remote ユーザーは、
デバイスにコントロール許可がある Aux の Fat Channel をコント
ロールすることができます。このオプションは、FOH が有効な場合、
利用できません。
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GEQ
（Auxミックス16.4.2/24.4.2 のみ）有効な場合、
SL Remote ユー
ザーは Aux にアサインされた GEQ をコントロールできます。この
オプションは、FOH が有効の場合、利用できません。
チャンネル名の変更 SL Remote を使用して、チャンネル、Aux、サブ
グループ（16.4.2 と 24.4.2 のみ）の名前をリモートで変更できます。

無視 これが有効な場合、デバイスの SL Remote のインストールに
よって VSL をコントロールできません。

iPhone/iPod touch 用 QMix への許可
QMix ユーザーへの許可を設定する場合、すべての Aux ミックスにフルアクセス権を
与えるか、単一の Aux ミックスにのみアクセス権を与えるか、または Wheel of Me 機
能のみに限定するか、選択できます。
Aux ミックス選択 単一の Aux ミックスまたはすべての Aux にアクセスを与
えます。
Wheel のみ QMix の Auxミックスページを無効にします。これが有効な場合、
ユーザーは、アクセス権が与えられた単一の Aux のみで Wheel of Me を使
用することができます。また、すべての Aux にアクセスを与えることはできま
せん。
チャンネル名の変更 SL Remote を使用して、チャンネル、Aux、サブグループ
（16.4.2 と 24.4.2 のみ）の名前をリモートで変更できます。
無視 これが有効な場合、デバイスの OMix のインストールによって VSL を
コントロールできません。

3.7.10 ロックアウトモードを有効にする
StudioLive には、ロックアウトモードが搭載されています。このモードでは、アナログ
機能（入力トリムノブ、フェーダー、キュー、テープ入力、モニターレベルなど）は調
整できますが、その他の StudioLive のほぼすべての機能を一時的に無効にすること
ができます。
このため、StudioLive をアンロックした後およびミキシングを開始する前に、入力トリ
ムと出力レベルを確認しておく必要があります。フェーダー位置をロックした場合、
メー
ターセクションのロケートボタンを使用して、前のロックアウトフェーダー位置を呼び
出すことができます。
StudioLive をコンピューターに接続するまでミキサーはロックできないため、間違っ
て自分自身をロックしてしまう心配はありません。
1. StudioLive をコンピューターに接続・同期して VSL を起動し、[Setup] タブをクリッ
クします。
2. [Lock Out] ボタンをクリックします。

40

3
3.8

UniversalControl と VSL
Smaartシステムチェックウィザード
（StudioLive16.4.2および24.4.2のみ）

StudioLive™ ソフトウェアライブラリ
リファレンスマニュアル

3. カスタムパスワードを設定するには、[Device is Lockable] の隣のボッ
クスをクリックします。パスワードボックスにカーソルが現れます。1 か
ら 9 の任意の数字を使用して 5 桁のコードを入力し、[Set] ボタンをク
リックします。パスワードは表示されなくなります。パスワードを変更す
る必要がある場合、[Device is Lockable] の隣のボックスをクリックしま
す。古いパスワードが削除され、新しいパスワードを入力できるように
なります。パスワードを設定すると、StudioLive は、コンピューターと
同期していてもいなくてもロックできます。

4. StudioLive をロックするには、デジタルエフェクト | マスターコントロールセクショ
ンの [System] ボタンを押します。

System

5.

[Lockout] メニューに移動します。このページがアクティブな
間は、StudioLive はロックできません。
（StudioLive 16.4.2 お
よび 24.4.2 の場合：2 台の StudioLive ミキサーがリンクされて
いる場合、
チェーンの両方のミキサーをロックするには、
マスター
ユニットのみをロックする必要があります。
）

6. StudioLive をロックするには、設定した 5 桁のパスワードと一致する [Select] ボタ
ンを押します。この例ではパスワードは 12345 ですので、チャンネル 1、2、3、4、
5 の順で [Select] ボタンを押します。パネルステータスが [Locked] に切り替わります。
これはロックアウトモードがアクティブであることを示しています。
1

2

3

4

5

Select

Select

Select

Select

Select

7. StudioLive のロックを解除するには、ミキサーのシステムメニューのロックアウト
ページに戻ります（このページが現在有効でない場合）
。同じ順序で [Select] ボタ
ンを押します。パネルステータスが [Unlocked] に変わり、ミックスを再開できるよ
うになります。
1

2

3

4

5

Select

Select

Select

Select

Select

3.8

パワーユーザー向けヒント：セキュリティが最も低い場合、ロックアウトモードにより現
在の Fat Channelとエフェクト設定をフリーズできます。
フェーダー、
Auxミキシング、
トー
クバックやモニタリングといったマスターセクション機能、シーンリコールは、なお機
能します。これらの各ミキシング機能は、ロックアウトモードに追加することができます。

Smaart システムチェックウィザード（StudioLive 16.4.2 および 24.4.2 のみ）
VSL には 3 つのシステムチェックウィザードも搭載されています。これにより、会場の
周波数特性を表示し、ディレイシステムのタイミングをすばやく計算して設定し、出力
接続を確認する機能を利用することができます。
プロフェッショナルなサウンド強化において、本来ミキシングコンソールはミックスを
するためのもので、システムプロセッサーはスピーカーシステムを配置して調整する
ためのものです。正しく設定して機能させると、システムエンジニア以外にはシステム
プロセッサーが見えなくなります。この度、初めてスピーカーシステムを調整し配置す
るためのツールがミキシングコンソール自体に搭載され、PA のサウンドを向上させ
PA システムを最大限に活用したいエンジニアが利用できるようになりました。
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多くの熟練したプロのサウンドテクニシャンにとって、ショーをセットアップする過程で新
たなステップとなります。大部分の FOH エンジニアにとっては、優れたミックスを利用
することは非常に重要です。毎晩どのショーでも卓越したミックスを再現できることを想
像してみてください。システムが使用環境に最適化されると、FOH エンジニアは、煩わ
しい作業をすることなく目標を達成することができるのです。プロフェッショナルレベル
のサウンド強化において、システム配置が標準的な手順となっているのは、こうした理
由からです。通常このソリューションは、ミキシングコンソールからではなく、システム設
計そのものに内蔵されていないと達成できません。Universal Control 1.7 は、この 2 つ
の世界を StudioLive 16.4.2 および 24.4.2 に統合させました。
VSL ウィンドウ上部の [Smaart] ボタンをクリックすると、Smaart システムチェックモー
ドが起動します。このモードを使用中、以下のウィザードを起動できます。
•• SRA: Smaart Room Analysis は、周波数特性記録を生成し、それを VSL のパラ
メトリック EQ に重ねるため、システムを調整することで室内空間の不要な特異性
を取り除くことができます。
•• SSD: Smaart System Delay は、2 つのフルレンジシステム間のディレイ時間を計
測し、正しい量を設定します。
•• SOC: Smaart Output Check は、システム出力が正しくルーティングされ、適切
に信号を通過させているかを確認します。

これらの Smaart システムチェックウィザードを起動するには、VSL がミキサーをコン
トロールする必要があります。Smaart システムチェックボタンを初めてクリックすると、
これについての警告が表示されます。
[Proceed] ボタンをクリックするとウィザード選択ウィンドウが起動し、ミキサーをコント
ロールできなくなります。ウィザードを終了し、
再びコントロール権を得るには、
VSL のオー
バービュー、Fat Channel、GEQ、または設定タブをクリックします。
注意：SRA および SSD ウィザードを起動するには、測定マイクを StudioLive のトー
クバック入力に接続する必要があります。また、マイクスタンドと、スピーカーの前
にマイクを設置するための長いケーブルが必要です。
測定マイクとは、特別な種類のコンデンサーマイクで、RTA やスペクトログラフといっ
たオーディオ分析ツールと使用する際、部屋のサウンドの特徴を正確に再生できるよ
う設計されています。通常、測定マイクは無指向性極パターンを持ち、最低 5 Hz ～
30 Hz から最高 15 ～ 30 kHz の間で非常にフラットな周波数特性が得られます。測定
マイクは非常に高額ですが、低価格モデルでも Smaart システムチェックウィザードと
組み合わせれば、上手に活用することができます。
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SRA ウィザードは、オーディオシステムの周波数特性記録の取得をガイドする自動
プロセスです。周波数特性記録は、システム測定の表示結果（周波数と振幅）です。
この測定は、Rational Acoustics 社のトランスファー機能を使用して計算されます。この
機能は、測定マイクからコンピューターで生成されたピンクノイズへの信号を比較する、
プロプライエタリアルゴリズム一式です。
リファレンス信号
(入力信号)

サウンドシステム

測定信号
(出力信号)

測定チャンネルRTA

リファレンスチャンネルRTA
(ピンクノイズ)

1.

=

周波数特性記録

Room Analysis ウィザードを起動するには、[Room Analysis]
タブをクリックします。

2. 測定マイクを StudioLive ミキサーの背面にあるトークバック入力に接続するよう
指示が表示されます。

16.4.2

3. ミキサーの背面にあるトークバックトリムポットを 12 時の位置に合わせます。

16.4.2
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4. どの出力を分析するかを尋ねるメッセージが表示されます。ステレオリンクした出
力は、ステレオとしてリストされます（たとえば、サブ 1 とサブ 2 がステレオリンク
されている場合、サブ 1/2 とリストされます）
。

5. [OK] をクリックしてウィザードを開始します。
次に、実行する分析のタイプの選択を求めるメッセージが表示されます。基本的な分
析では、システムの測定が一回必要です。EQ を設定している間、ウィザードはシステ
ムを通じてピンクノイズを出力し続け、分析が完了するとリアルタイムでフィルターの
エフェクトを表示できます。
高度な分析では、3 つの別々の測定が必要で、測定値を平均化することで、システム
のより正確な周波数特性記録が生成されます。記録が生成されると、このウィザード
はシステムの分析を続けません。フィルターの結果を表示するには、再びウィザード
を実行する必要があります。高度な分析については、以下の基本的な分析の次をご
覧ください。
基本的な分析
1. 分析するスピーカーの正面の中心軸にマイクを設置します。
ステレオバスを分析する場合、左側のスピーカーの前の中心
軸にマイクを設置します。最良のプライマリマイク位置を選択
するためのテクニックについては、セクション 3.8.5 をご参照
ください。

1

2.

プルダウンメニューから [Basic analysis] を選択します。

3. マイクを正しく設置したら、[OK] をクリックします。

4. では、ピンクノイズを作ってみましょう。スピーカーを通したピンクノイズ出力が
室内空間のアンビエントノイズフロアより大きくなるまで、フェーダーを上げます。
適切な測定レベルにし、エアコンや外の車の騒音などが聞こえないようにします。
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5. ピンクノイズをミュートするには、スピーカーアイコンをクリックします。

6. ピンクノイズが適切なレベルなら、[OK] をクリックします。

7. [Analyze] をクリックし、周波数特性記録を生成します。

8. EQ を調整し、お使いのアプリケーションに対して周波数特性が正しいトレンドに
なるよう形成します。
（最良の方法については、セクション 3.8.6 と 3.8.7 をご参照
ください。
）通常どの周波数もブーストせず、また 6 dB 以上カットしません。周波
数特性記録は、変更を加えると更新されます。
9. [Exit] をクリックし、ウィザードを終了します。

高度な分析
1.

分析するスピーカーの正面の中心軸にマイクを設置します。
ステレオバスを分析する場合、左側のスピーカーの前の中心
軸にマイクを設置します。最良のプライマリマイク位置を選択
するためのテクニックについては、セクション 3.8.5 をご参照
ください。

2.

プルダウンメニューから [Advanced analysis] を選択します。

1
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3. マイクを正しく設置したら、[OK] をクリックします。

4. スピーカーを通したピンクノイズ出力が室内空間のアンビエントノイズフロアより
大きくなるまで、フェーダーを上げます。適切な測定レベルにし、エアコンや外の
車の騒音などが聞こえないようにします。

5. ピンクノイズをミュートするには、スピーカーアイコンをクリックします。

6. [Analyze] をクリックし、周波数特性記録を生成します。

7.

同じスピーカーの正面の中心軸から外れたところにマイクを
設置します。最良のセカンダリマイク位置を選択するためのテ
クニックについては、セクション 3.8.5 をご参照ください。

2

8. マイクを正しく設置したら、[OK] をクリックします。

9. [Analyze] をクリックし、第 2 の周波数特性記録を生成します。

10. 同じスピーカーの正面の中心軸から外れた別のところにマイ
クを設置します。最良のセカンダリマイク位置を選択するため
のテクニックについては、セクション 3.8.5 をご参照ください。

3
11. マイクを正しく設置したら、[OK] をクリックします。
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12. [Analyze] をクリックし、第 3 の周波数特性記録を生成します。

13. EQ を調整し、お使いのアプリケーションに対して周波数特性が正しいトレンドに
なるよう形成します。
（最良の方法については、セクション 3.8.6 と 3.8.7 をご参照
ください。
）通常どの周波数もブーストせず、また 6 dB 以上カットしません。
14. [Exit] をクリックし、ウィザードを終了します。
システムのフィルターの結果を表示するには、Room Analysis ウィザードを再起動します。
パワーユーザー向けヒント：大抵は、ステレオシステムの左右両サイドに同様に EQ を
設定するでしょう。SRA ウィザードがシステムの左側のみを測定し、リンクされたバスが
そのように表示されるのはこのためです。各側に個別に EQ を設定する必要がある特
別な状況の場合（左側に異なるモデルの 15 インチスピーカーを使用するなど）
、シス
テムをサブグループ出力ペアに接続し、リンクしません。

3.8.2

Smaart System Delay ウィザード
ライブ演奏で複数のスピーカーのセットを使用すると、サウンドの質に大きな違い
をもたらします。FOH スピーカー 1 組に頼って部屋全体にサウンドを満たすよりも、
FOH システムで部屋の前方のみに十分に聞こえるよう聴取範囲を作成できます。これ
によりサウンドのレベルを下げ、最前列のリスナーの耳を休め、より良いスピーカー
の忠実度を得ることができます。
ただし、スピーカー 1 組を追加するだけ、というわけにはいきません。スピーカーセッ
トの追加は後回しにすべきです。でないと、聴衆は、サウンドがステージからではな
く壁からやってくるように感じてしまいます。さらに問題なのは、電気は音よりもはる
かに速く移動するため、部屋の後方の聴衆は、ステージのサウンドを聞く前に一番近
くにあるスピーカーからサウンドが聞こえてしまいます。これはアタックやサウンドの明
瞭度を鈍らせ、位相に不快な結果をもたらします。これを修正するには、追加のスピー
カーセットに送られる信号を遅らせる必要があります。
音は、通常の気温、湿度、気圧で、およそ秒速 345m で伝わります。従って、音が
30cm 程度離れたところに伝わるには 1ミリ秒かかります。しかし、野外でショーを開催
する場合はどうでしょう。たとえば、ルイジアナ州のバトンルージュで、
「通常」の気温や
湿度を越えた 8 月にライブをした場合は ? 音波に対する気圧を計算する専門家でない
限り、おそらく計算にあまり意味はないかもしれませんね。
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サウンドミキシングがしたいだけなのに…
まさか計算が必要になるなんて

*上記の素晴らしいイラストの使用を許可して下さった www.roadie.net に御礼申し上
げます。
SSD ウィザードは、2 つのフルレンジシステム間のディレイ時間を計測し設定する自動
プロセスです。このウィザードの目的は、1 つまたは複数のサブグループからフィード
されるセカンダリシステムのディレイ時間を設定することです。計算機、計算尺、また
は指算は不要です。

ステージ
FOH左

9.1メートル/30フィート

FOH右

9.1メートル/30フィート

サイド
フィル
(左)

サイド
フィル
(右)

12.2メートル/40フィート

リアフィル
(左)

11.3メートル/37フィート

リアフィル
(右)

邪魔となる柱

上記の例では、メイン FOH、部屋の中央部にサイドフィル、後方にリアフィルのスピー
カー 3 組が表示されています。原則として、メインの最も近くにあるシステムからの
距離に基づいて、サテライトシステムにディレイを設定する必要があります。この場合、
メイン FOH システムからの距離に基づいたサイドフィルのディレイと、サイドフィルか
らの距離に基づいたリアフィルのディレイを設定します。
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上記のシステムに SSD ウィザードを使用する場合は、ウィザードを 4 回実行します。
最初は、左のメイン FOH をメインシステムに、左のサイドフィルをディレイシステム
に使用します。2 回目は、左のサイドフィルをメインシステムとして、また左のリアフィ
ルをディレイシステムに使用します。右側にも同じ手順を繰り返します。
ご注意ください：次のサテライトペアにディレイを設定する前に、最初のサテライトペ
アにディレイを設定することが重要です。
パワーユーザー向けヒント：部屋には大抵非常口やテーブルなど物理的に不便なもの
があるため、サテライトのシステムの左右は、システムの両側が等距離になることは
ほとんどありません。このため、前から後ろへ、ステレオシステムの各側にウィザード
を実行する必要があります。
ご注意ください：SSD ウィザードはサブウーファーを含むシステムを分析するように設
計されていません。分析をはじめる前に、一時的にサブウーファーの接続を切るか、
無効にしてください。
System Delay ウィザード
1.

System Delay ウィザードを起動するには、[System Delay] タ
ブをクリックします。

2. 測定マイクを StudioLive ミキサーの背面にあるトークバック入力に接続するよう
指示が表示されます。

16.4.2

3. ミキサーの背面にあるトークバックトリムポットを 12 時の位置に合わせます。

16.4.2

4.

上部のプルダウンメニューから、ディレイをかけたいスピーカー
出力を選択します。ご注意ください：サブグループ出力 1 から
4 にのみディレイをかけることができます。

5.

下部のプルダウンメニューから、配置したいスピーカー出力
を選択します。これは、サブグループ出力にディレイがかけら
れているとしても、メイン出力または任意のサブグループ入
力になります。

6. [OK] をクリックしてウィザードを開始します。
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ディレイをかけるスピーカーの正面の中心軸にマイクを設置
します。最良のプライマリマイク位置を選択するためのテク
ニックについては、セクション 3.8.5 をご参照ください。

1

8. マイクを正しく設置したら、[OK] をクリックします。

9. メインシステム（一緒に配置したいスピーカー）を通して出力されたピンクノイズが
室内空間のアンビエントノイズフロアより大きくなるまで、フェーダーを上げます。
適切な測定レベルにし、エアコンや外の車の騒音などが聞こえないようにします。

10. ピンクノイズをミュートするには、スピーカーアイコンをクリックします。

11. [Analyze] をクリックします。

12. 必要に応じ、ディレイシステム（ディレイをかけたいスピーカー）のピンクノイズ
レベルを、室内空間のアンビエントノイズフロアより大きくなるように調整します。

13. [Analyze] をクリックしてディレイ時間を計算します。

14. ウィザードが終了すると、測定されたディレイ時間が表示され
ます。
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15. [Apply] をクリックし、このディレイ時間をサブグループ出力に設定します。

16. [Exit] をクリックし、ウィザードを終了します。
注意：0 から 50 ms 間のディレイ時間については、ディレイは 0.5 ms に最も近く設
定されます。51 から 100 ms 間では 1 ms に最も近く設定されます。また 102 から
300 ms 間では、ディレイ時間は 2 ms に最も近く設定されます。
サテライトシステムを位置づけてディレイをかけたら、メインとディレイシステムの出
力レベルを一致させます。これには SPL メーターを使用し、ディレイシステムの測定
位置でメインとディレイシステムの出力とを一致させます。つまり、左側のメインシス
テムから 6m、また左側ディレイシステムから 9m のところにに立ち、メインシステム
の出力が 85 dB の場合、ディレイシステムの出力も 85 dB になるはずです。

メイン

ディレイ

ディレイシステム
測定位置:
1) 周波数特性
(SRA ウィザード)
2) ディレイ時間
(SSD ウィザード)
3) SPLリファレンスポイント

FOHミックス位置

3.8.3

Smaart Output Check ウィザード
ショーの 5 分前に、ドラマーが突然、モニターから何も聞こえない、と言ったとします。
または、風邪で寝込んだ友人の代わりにライブを手伝うことになりましたが、会場へ
行っても、どの Aux がどのモニターに接続されているか、どのサブがどのサイドフィ
ルをコントロールしているか、まったくわからないとします。SOC ウィザードは、こうし
た問題を魔法のように解決するべく設計されました。
SOC ウィザードなら、出力のルーティングとボリュームコントロールをすぐに引き継ぎ、
それにピンクノイズをパッチすることで、どのスピーカーがどこに接続されているのかす
ばやく見つけ出して、ルーティングの問題の原因を突き止める手助けをします。モニター
が聞こえないドラマーについては、ドラマーがピンクノイズを聞くことができれば、Aux
ミックスで出力レベルが下がっていることを見つけ出すためだけに必死にケーブルをた
どる時間を節約できるのです。
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Smaart Output Check ウィザードを使用するには、出力チェックタブをクリックします。
StudioLive のすべての出力のボタンが表示されます。出力ボタンを 1 つクリックすると、
ピンクノイズが 3 秒でフェードインします。ボタンをもう一度クリックすると停止します。
ピンクノイズを調整するには、ページの右側にあるフェーダーを使用します。

3.8.4

Go Remote
どの Smaart システムチェックウィザードを使用していても、SL Remote を使って iPad
コントロールに切り替えることができます。これにより、FOH へ戻る必要なくウィザー
ドの次の手順へ進むことができます。測定マイクを位置づける場合、非常に便利です。
1. セクション 4.1 の手順に従って iPad とコンピューターを接続します。
2. iPad で SL Remote を起動します。詳しくは、セクション 4.1.3 をご参照ください。

3. SL Remote から StudioLive に接続します。詳しくは、セクション 4.1.3 をご参照く
ださい。

4. デバイスがテスト中であることを伝える、SL Remote の警告ページが起動します。
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5. Smaart システムチェックウィザードから [Go Remote] ボタンをクリックします。接
続した iPad のメニューがプルダウンで表示されます。リストから iPad を選択します。

6. SL Remote からウィザードを継続できるようになりました。
FOH への許可が与えられている iPad は、Smaart システムチェックウィザードをリモー
トで起動できます。Smaart システムチェックウィザードを SL Remote から開始する方
法について詳しくは、セクション 4.6.1 をご参照ください。FOH への許可について詳し
くは、セクション 3.7.9 をご参照ください。
パワーユーザー向けヒント：iPad を [Go Remote] リストに表示するには、iPad が FOH
への許可を得る必要はありません。どの iPad でも、
便利に Smaart システムチェックウィ
ザードを持ち運べます。

3.8.5

マイク位置
SRA と SSD ウィザードは、StudioLive を通じて、計算と複雑なルーティングすべてを
行います。以下の重要な 2 点を決める必要があります。マイクをどこに設置するか、
また SRA ウィザードの場合は周波数特性記録をどうするか、についてです。
正しい方法でマイクを設置しないと、サウンドシステムに実際存在しない問題が記録
に生じかねません。

プライマリマイクの位置
これはスピーカーのメインリファレンスポイントで、時間がない場合またはシステムの
最重要部のみをチェックをしたい場合に、単一の「代表的」位置として使用できます。
プライマリのマイク位置を設定する目的は、聴取範囲内でスピーカーのスローの中心
軸にマイクを設置するポイントを見つけることです。つまり、マイクの真中を、スピー
カーが最高のサウンドを得られる場所の中心に設置します。

1
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セカンダリマイクの位置
マルチポイント測定では、2 つの異なるセカンダリ位置を使用します。これらは、聴取
範囲内でスピーカーの軸上または軸から外れた測定となります。
これによりSRAウィザー
ドは、サウンドシステムの平均周波数特性を作成できるようになります。システムの中
心範囲以外や端の方を使うのは避けます。以下の画像には、プライマリ位置に対応し
た正しいセカンダリ測定位置と、役に立つよりもむしろ問題となるであろう位置が表示さ
れています。どのマイク位置でも、位置に依存した特異性が生成されないようにします。

X
2

2

2

2
1
2

2
2

2
2

2

床にバウンスする場合の注意：スピーカーが下向きに釣り下がっている場合、床の反
射が問題となります。適切なマイク位置は、床を離れた信号の反射も拾います。

反射音は～4ミリ秒遅れて到達する

この場合、3 つのオプションから選択できます。
•• 100 Hz 以上に効果的な大きさのバッフル（少なくとも 13cm 角）で反射をブロッ
クします。
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•• グランドプレーン測定をします。

•• マルチポイント測定をします。測定位置が複数あると、フロアバウンスの効果がラ
ンダム化します。

3.8.6

システム配置のルール
サウンドシステムテストの結果を視覚的に表示することは強力なツールとなり得ますが、
どの強力なツールにも言えるように、扱いには注意が必要です。ここに基本的な原則
をいくつか挙げてみます。
問題を根本的に解決する 問題の根源に迫れば、より効果的に解決できます。ミックス
でキックドラムがパンチに欠ける場合、キックドラムのチャンネルの EQ とダイナミクス
プロセッシングを見てみてください。キックドラムは適切に調整されていますか。キッ
クビーターのアタックを十分に、
かつ正しい周波数でブーストしていますか。コンプレッ
サーのアタックが長すぎませんか。
正しいツールを使用する システム EQ は、周波数問題を解決するための最終手段です。
問題を完全に把握すれば、正しいツールを選択できます。まず、音響空間、装備の選択、
システムデザインを確認します。部屋の音響設計や扱い（またはそれらがない場合も
含む）を常にコントロールすることはできませんし、ニーズよりも予算に応じてスピー
カーを選択しなければならない場合もあるでしょう。しかし、通常は、サウンドシステ
ムのデザインをある程度コントロールすることができるはずです。
スピーカーを上げて不快な反射をいくらか軽減できますか。ステレオフィールドを広
げてみてはどうですか。
サウンドの物理的問題を解決した後、レベルとディレイに移ります。サブウーファーのレベ
ルを低くして部屋のブームをある程度低減できますか。ステージからけたたましく鳴るギ
ターキャビネットと合致するよう、FOH スピーカーを数ミリ秒遅らせることができますか。

55

3
3.8

UniversalControl と VSL
Smaartシステムチェックウィザード
（StudioLive16.4.2および24.4.2のみ）

StudioLive™ ソフトウェアライブラリ
リファレンスマニュアル

物理的な解決法が見つからず、レベルとディレイコントロールの問題も排除できない
場合、システム EQ の出番となります。
周波数特性記録はビデオゲームではない ユーザーの目的はシステムを修復して最高
のサウンドを得ることで、周波数特性記録の正確な反転である EQ カーブを作成する
ことではありません。目ではなく耳を使ってミックスしましょう。
アナライザーはツールです。ユーザーは大工のようなものです。ユーザーは、どこで
スピーカーを計測するか決定します。ユーザーは、結果のデータが何を意味するか決
定します。そして、それについて何をするか（何かする場合）決定します。

3.8.7

記録を使用する：トレンドを見定める
前のセクションで論じたように、サウンドシステムのレスポンスには、部屋、システム
設定、電子機器、配線などの多くの原因が影響します。見えているものを理解すると
いうことは、見えていないものを理解するということ、または、少なくとも何かがある
と考えることでもあります。結局のところは、サウンドシステムの周波数特性を補完す
る何かに合わせて、システムの EQ カーブを形成しようとしているのです。
たとえば、サブウーファーのない小さなシステムは、50 Hz 以下では多くのエネルギー
を生産できません。実際このカットオフ周波数は、スピーカーのサイズ、工場での調整、
ポーティングなどによって、
より高くなり得ます。つまり、
12 インチ 2 ウェイパワードスピー
カー 2 台から成るシステムを分析する場合、
周波数特性記録が 50 Hz 程度（スピーカー
の周波数特性による）まで落ちると考えられます。このため、この種のシステムで低周
波をブーストしても多くは達成できず、解決できる問題よりも多くの問題が発生する可
能性があります。

パワーユーザー向けヒント：サブウーファーはフルレンジシステムの周波数特性を著し
く変更します。サブウーファー搭載の 3 ウェイシステムは、サブウーファーなしの 3 ウェ
イシステムよりも、80 から 100 Hz 以下では 6 から 18 dB ホットになります。記録を見
る際、気をつけてみてください。
ライブパフォーマンスの種類に応じて様々な PA システムが必要になります。クラシッ
クコンサートのニーズは、ロックコンサートとは全く異なります。バッハの四重奏曲の
コンサートをスラッシュメタルのコンサートと同じようにはミックスしないように、両方
のイベントに同じ PA システムを用いることはないでしょう。
クラシックコンサートには、過剰なサブウーファー出力は必要ありません。聴衆と演奏
家は、
音楽が自然に再現されることを望んでいます。それとは対照的に、
ロックコンサー
ト用に調整されたシステムは、エフェクトとしてサブウーファーを多用します。サブウー
ファーにより、キックやタムの強い打撃音やベースギターの轟音が得られます。システ
ムは、より大きいベース音に合わせてあらかじめ調整されています。
つまり、デッキを積み重ね、FOH ミックスが支配するよう設定できるのです。システム
配置では、このデッキの積み重ねは「トレンド」と呼ばれます。ジャンルや演奏の種
類によって、異なるタイプのトレンドが必要となります。システム EQ の唯一の目的は、
システムが従う一定の傾斜を作成することで、サウンドシステムをスムーズにすること
です。これにより、コンサートのニーズに合わせるべくシステムにあらかじめ EQ が設
定されるため、より一定のサウンドと演奏、および明瞭さが実現されます。
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以下は、様々な用途でのトレンドの例です。
音楽コンサート：

サブ

2～4 kHz

ロックコンサート：

サブ
拡張LF
2～4 kHz

音楽の再生 / 再演

サブ

スピーチの明瞭度

100 Hz

2～4 kHz

パワーユーザー向けヒント：上記のトレンドの例に描かれている振幅は指標であり、
異なる用途に必要な一般的なトレンドの一例です。必要な値はギグごとに異なります。
どのようなアーティストが演奏し、どのようなサウンドシステムを使用しているかによって、
ショーに必要なものを決めるのは、究極的にはユーザー次第です。トレンドをこれらの
推奨例に合わせても、現実世界で常に適用できるというわけではありません。お手持ち
のもので作業をするには、システムエンジニア側の創造性と芸術性が必要となります。
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トレンドを見定める：現実世界での例
以下の周波数特性記録を見てみましょう。この例では、用途に沿わないピークがいく
つかあります。ここでは、これを音楽コンサート用にしてみましょう。
以下から、

以下にしてみます。

サブ

2～4 kHz

スピーカーの周波数特性カーブは、変更したくても変更できないことを覚えておいて
ください。
記録を見ると、問題のあるエリアが簡単に見つかります。300 Hz に上昇があり、これ
は少しスムーズにできます。750 Hz の上昇はある程度平坦にできます。また、1 kHz
から 10 kHz の大きな上昇は、より大きい音量でシステムを甲高い音にします。

その他の上昇や下降はどうでしょうか。注意：周波数特性記録はビデオゲームではあ
りません。慎重に置いたフィルターのいくつかが良い結果を生み出している場合、記
録での上昇や下降すべてにフィルターをかける必要はありません。これが、ウィザー
ドがパラメトリック EQ に記録を置く理由でもあります。
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パラメトリック EQ は、アプリケーションを補完するトレンドに合わせてシステムの周波
数特性を形成する理想的なツールです。パラメトリック EQ で、信号への電子スミアリ
ングを最小限にし、帯域幅の広いエリアに効果を与えることができます。またこれは、
音楽的な調整や微調整をするためにグラフィック EQ を解放します。
では、以下の EQ 設定を適用し、周波数特性記録の結果を見てみましょう。

ご覧のとおり、4 つのフィルターだけでも大きな違いが出て、システムの周波数特性
記録は、必要とする音楽コンサートの一般的なトレンドに従っています。

音楽コンサートのトレンド
(サブなし)

パワーユーザー向けヒント：トレンドを見定めて、それをどうするか決めるのは、長年
の経験によります。そのため、前のセクションのトレンドは練習台としてお使いください。
SRA で部屋をシュートし、スピーチの明瞭度に対してそれに EQ を設定し、次に、お使
いのシステムでオーディオブックまたはお好きなスピーチの録音を再生します。聞いて
いる間に、EQ のオンとオフを切り替えます。システムは向上しましたか。同じことをロッ
クコンサートのトレンドを使って試し、今度は、お使いシステムでお好きなライブアル
バムを再生します。そのうち、何が問題を構成しているのか、何が見過ごされがちな
のか、わかるようになります。ライブ会場へ行く必要はありません。ガレージあるいは
リビングルームにスピーカーを設置し、部屋による違いを確認してみてください。
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StudioLive Remote for iPad
StudioLive Remote (SL Remote) for iPad は、かつてないレベルのリモートコントロー
ルを StudioLive で実現します。SL Remote を使用すると、Apple iPad からワイヤレス
ネットワーク経由でレベル、パン、ダイナミクス、バスルーティング、FX ミックス、Aux
ミックス、GEQ 設定を調整できます。必要なのは、Wi-Fi 機能を備えたコンピューター
と Apple iPad だけです。

4.1

iPad とコンピューターを接続する
StudioLive Remoteを使用するには、
まず Universal ControlをStudioLive にインストー
ルし、FireWire 接続とワイヤレスカードを搭載した Windows または Mac コンピュー
ターに StudioLive を同期する必要があります。
（コンピューターにワイヤレスカードが
ないが Ethernet がある場合、Wi-Fi 搭載のルーターを使用してワイヤレスネットワー
クをセットアップできます。
）StudioLive をコンピューターの VSL に接続し同期したら、
次に iPad とコンピューターの間でアドホックのワイヤレスネットワークを作成します。
アドホックまたは「ピアツーピア」ネットワークは、少なくとも 2 つのシステム（ここで
は StudioLive が接続されたコンピューターと Apple iPad）を利用した、非常にシンプ
ルなネットワークです。複数のコンピューターをインターネットや共有ファイルサーバー
に接続する際に使用する通常のローカルエリアネットワーク（LAN）とは異なり、サー
バーやルーターは必要ありません。
お使いのコンピューターと iPad 間のアドホックワイヤレスネットワークは、すばやく簡
単に作成できます。このネットワークでは、VSL のリモートコントロールが可能で、また
StudioLive Remote を使用すれば iPad から StudioLive のリモートコントロールが可能
です。
パワーユーザー向けヒント：ネットワーク接続、特に複数のワイヤレスネットワークが使
用されている環境では、トラブルシューティングが必要となる場合があります。このため、
問題が発生したり、ドラムキットのマイキング中にシンガーがモニターミックスを調整し
てしまうような状況に備え、iPad とコンピューターの接続を確保しておくと、いざという
ときに便利です。時間のあるうちに、iPad、コンピューター、StudioLive の間の通信を
確認しておきましょう。

4.1.1

ステップ 1：コンピューターにアドホックネットワークを作成する

Windows Vista
1. [ スタート ] から [ 接続先 ] を開きます。
2. [ 接続またはネットワークをセットアップします ] をクリックします。
3. [ ワイヤレスアドホック（コンピュータ相互）ネットワークを設定します ] を選択し、
[ 次へ ] をクリックします。
4. 「StudioLive」などの新しいネットワーク名を入力します。
5. セキュリティキーまたはパスワードを入力します。安全性を最大限に高めるには、
文字、数字、記号のすべてを含むパスワードを作成します。
6. [ このネットワークを保存します ] にチェックを入れます。
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Windows 7
1. [ スタート ] から [ コントロール パネル ] を開きます。
2. [ ネットワークとインターネット ] をクリックします。
3. [ ネットワークと共有センター ] をクリックします。
4. [ ネットワーク設定の変更 ] の [ 新しい接続またはネットワークのセットアップ ] をク
リックします。
5. [ ワイヤレスアドホック
（コンピュータ相互）
ネットワークを設定します ] を選択します。
6. [ 次へ ] を 2 回クリックします。
7. 「StudioLive」などの新しいネットワーク名を入力します。
8. セキュリティ WAP（または WEP）を選択します。
9. セキュリティキーまたはパスワードを入力します。安全性を最大限に高めるには、
文字、数字、記号のすべてを含むパスワードを作成します。[OK] をクリックします。
10. [ このネットワークを保存します ] にチェックを入れます。
11. [ インターネット接続の共有 ] をクリックします。
Windows 8
Windows 8 はアドホック接続にネイティブ対応していません。ですので、Windows 8
をご使用の場合、アドホックネットワークを設定するのではなく、ワイヤレスルーター
を使用することをおすすめします。
Mac OS X 10.6 以降
1. メニューバーにあるワイヤレスステータスアイコンをクリックします。
2. プルダウンメニューから [ ネットワークを作成 ...] を選択します。
3. 「StudioLive」などの新しいネットワーク名を入力します。
4. パスワードを設定する場合（推奨）
、[ パスワードを要求 ] にチェックを入れます。
5. ガイドラインに沿ってパスワードを作成し、[OK] をクリックします。
6. このネットワークが正しく作成されると、利用できるネットワークのリストに表示さ
れます。
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1. iPad の [ 設定 ] アイコンをタップします。

2. [ ネットワーク ] をタップします。

3. [Wi-Fi] をタップします。

4. [ ネットワークを選択 ] のリストに、アドホックネットワークが表示されます。
5. 新規に作成したネットワークをタップし、選択します。
6. パスワードを用いてネットワークにセキュリティを設定した場合、パスワードの入
力を求められます。
7. ご希望のネットワーク名の右側にあるメニュー矢印をタップし、ネットワーク設定
を開きます。
8.

9. [ 自動接続 ] を [ オン ] にします。StudioLive Remote を起動する準備が整いました。
これで、どこにいてもミックスが可能です。
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4.1.3

ステップ 3：Virtual StudioLive と StudioLive ミキサーに接続する
アドホックネットワークを作成し、iPad から StudioLive Remote を使用できるよう設定
したら、StudioLive Remote を起動できます。
重要：コンピューターのアドホックネットワークには、StudioLive Remote を使っ
て StudioLive をリモートコントロールするたびに接続する必要があります。また、
StudioLive Remote を使用するには、コンピューターで Virtual StudioLive を起動し、
StudioLive に同期する必要があります。
Apple の iPad には、2 つの表示オプションがあります。横向きと縦向きです。

ほとんどの場合、
iPad を横向き表示で使用します。横向き表示では、
スタート、
オーバー
ビュー、Aux ミックス、GEQ、設定の各ページが使用できます。縦向き表示では、選
択中のチャンネルを拡大表示したり、StudioLive のすべてのチャンネルとバスをすば
やくスクロールすることができます。
StudioLive Remote を起動するには、iPad の SL Remote アイコンをタップします。
Studio Remote を起動すると、スタートページが開きます。

スタートページには、ネットワーク上のすべての StudioLive ミキサーのリストが表示さ
れます。スタートページには、3 つの StudioLive ミキサーそれぞれのシミュレーション
も表示されるため、StudioLive のコントロールの練習が行えます。[Demo Mixers] タ
ブをタップすると、このリストが表示されます。
ミキサーに接続するには、StudioLive デバイスアイコンをタップします。テキストの色
が変わり、選択されていることが示されます。
[CONNECT] ボタンをタップして SL Remote を開き、iPad からミキサーをコントロール
します。
スタートページの上部に [Reconnect] ボタンが表示されます。このボタンでは、直前
に使用したミキサーとの接続を再構築することができます（ミキサーが現在も利用可
能な場合）
。
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StudioLive Remote のオーバービューページは、VSL のオーバービューページのコン
トロールとほぼ同じです。以下のパラメーターをこのページからコントロールおよび /
または表示できます。
••
••
••
••
••
••
••
••

チャンネルとメインボリューム
チャンネルとメイン選択
チャンネルミュート
チャンネルとマスターメータリング
チャンネルパンニング
チャンネル FireWire リターン
チャンネルとメインゲート、コンプレッサー、EQ オーバービュー
チャンネルとメインゲート、コンプレッション、EQ ズーム

VSL のオーバービュータブにあるメモ用ストリップを使用してチャンネルにラベルを付
けた場合、チャンネル名も表示できます。

パワーユーザー向けヒント：StudioLive Remote は、Virtual StudioLive 用ワイヤレスコン
トローラーです。StudioLive Remote に慣れるには、
VSL を理解するのが一番の近道です。

4.2.1

バスアサインのクエリ
各チャンネルの上部には、バスアサイン表示があります。ここには、現在のバスのアサイ
ン（StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 のみ）と、各チャンネルの FireWireリターンのステータス
が表示されます。特定のチャンネルの FireWireリターンをオンにしたり、それをバスにア
サインするには（StudioLive 16.4.2 または 24.4.2 のみ）
、ディスプレイをタップします。
そのチャンネルのバスアサインクエリページが開きます。
FireWire アイコンを押し、FireWire リターンをオンにしま
す。サブまたはメインアサインボタンを押し、チャンネル
をそのバスにアサイン / アサイン解除します（StudioLive
16.4.2 と 24.4.2 のみ）
。このページで加えられたすべての
変更は、対応するバスアサインクエリにすぐさま表示され
ます。
ページを閉じるには、画面上の任意の位置を押します。

4.2.2

Fat Channel のマイクロビューとズーム
各チャンネルとバスには、Fat Channel コンポーネントのマイクロビューがあります。
このマイクロビューには、特定のチャンネルまたはバスでダイナミクスプロセッシングが
可能かどうかが表示されます。Fat Channel のダイナミクスプロセッサーがオフの場合、
そのマイクロビューは灰色表示になります。

Fat Channel のダイナミクスプロセッシングに変更を加えるには、
任意のマイクロビュー
をタップします。Fat Channel が拡大表示された状態で起動し、そのコンポーネント
が選択されます。たとえば、EQ のマイクロビューをタップすると、Fat Channel ズー
ムが EQ が選択された状態で開きます。ズームされた Fat Channel ビューは、VSL の
Fat Channel タブと合致しています。
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指を左右にスワイプすることで、ズームされた Fat Channel ビューのダイナミクスコン
ポーネント間を切り替えることができます。たとえば、ゲートズームを起動して指を左
にスワイプすると、Fat Channel ズームはコンプレッサーに焦点を当て、もう一度左に
スワイプすると EQ に焦点を当てます。
Fat Channel ズームを閉じるには、右上隅にある「x」をタップします。これで、通常
のオーバービューページが表示されます。

4.2.3

チャンネルコントロール
選択 Fat Channel ズームと縦向き表示用のチャンネルを選択します。

Fat Channel ズームでマイクロビューが選択されていないとき、VSL のメモ用ストリッ
プまたは SL Remote か QMix のチャンネル名設定に名前が入力されている場合、チャ
ンネル選択ボタンにはチャンネル番号またはチャンネル名のみ表示されます。セクショ
ン 3.3、4.6、5.4 をご参照ください。

Fat Channel ズームが起動するとチャンネル選択ボタンがアクティブになります。そして、
ズームされた Fat Channel 設定が表示されるよう、これらのボタンを使用して別のチャ
ンネルを選択できます。
パン 各チャンネルのパンニングをコントロールします。

チャンネルをパンニングするには、パンコントロールの任意の部分をタップして iPad
の画面に触れながら指を左右にスライドします。これらのコントロールは、VSL と
StudioLive のコントロールと合致しています。

パワーユーザー向けヒント：パンコントロールは軸を外れた動きにも対応しています。
パンフィールドを押して選択すると、画面の任意の部分を指でスライドし左右に動かし
てパン位置をコントロールできます。

パンコントロールが SL Remote で調整されている間、パン位置がチャンネル選択
フィールドに数値で表示されます。

ミュート 各チャンネルのミュートをコントロールします。
チャンネルをミュートするには、
そのチャンネルの [Mute] ボタンをタップします。[Mute]
ボタンが赤色に点灯します。これはチャンネルがミュートしていることを示しています。
フェーダーとメータリング 各チャンネルのレベルをコントロールします。
チャンネルのボリュームをコントロールするには、フェーダーをタップし、iPad の画面
に触れながら指を上下に動かします。
パワーユーザー向けヒント：フェーダーは軸を外れた動きにも対応しています。フェー
ダーに触れて選択すると、画面の任意の部分を指でスライドし上下に動かしてフェー
ダーをコントロールできます。

フェーダー位置は、チャンネル選択フィールドに数値で表示されます。
パワーユーザー向けヒント：VSL と同様に、StudioLive Remote で設定されてい
るフェーダー位置は聴取可能なレ ベルです。StudioLive の物理的フェーダーを
StudioLive Remote と同期するには、ミキサーのロケートボタンを押します。ロケー
トモード中は StudioLive の物理的フェーダーはアクティブにはならないため、レベ
ルを変更せずにフェーダーを調整することができます。SL Remote では、フェーダー
がリモートで調整された場合、フェーダーロケートモードが自動的にオンになるオプ
ションがあります。詳しくは、セクション 4.6 をご参照ください。
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メータリング 各チャンネルの信号レベルを表示します。
フェーダーの左にチャンネルのメーターが表示されます。メーターは、StudioLive で、
または VSL から選択されたメーターモードに従います。メーターモードは SL Remote
からは変更できません。

4.2.4

マスターオーバービューとマスターセクションページ
StudioLive Remote の各ページの右上隅に（オーバービュー、Aux ミックス、
グラフィッ
ク EQ）
、
マスターオーバービューが表示されます。これには、
サブグループ（StudioLive
16.4.2 と 24.4.2）
、Aux（StudioLive 16.0.2 のみ）
、メインバスのメータリングが表示さ
れます。
マスターオーバービューをタップすると、マスターセクションページが開きます。
マスターセクションページには、メイン、サブグループ（16.4.2 と 24.4.2）
、および
Aux (16.0.2) のフェーダー、
メーター、
Fat Channel マイクロビューと、
FXAとFXB のミュー
トボタン（16.4.2 と 24.4.2 のみ）が表示されます。これらのパラメーターは、オーバー
ビューページでチャンネルに対してコントロールされるのと同じ方法でコントロールさ
れます。
Fat Channel マイクロビューの任意の部分をタップすると、マスターセクションページ
が閉じます。Fat Channel ズームは、選択したバスに対して選択したパラメーターに
焦点を合わせて開きます。
マスターセクションページを閉じるには、その外側の任意の部分をタップします。

4.3

Aux ミックスページ
Aux ミックスページには、各 Aux と FX バスのチャンネルそれぞれのセンドレベルが
表示されます。これは VSL の Aux ミックスタブと合致しますが、StudioLive から離れ
ている際コントロールする必要のあるパラメーターのみを表示するよう効率化されて
います。Aux ミックスページには 2 つの範囲があります。上部では、Aux と FX バスを
スクロールできます。下部では、現在選択されている Aux または FX バスのチャンネ
ルセンドをスクロールできます。どちらの範囲でも、左右に移動するには、画面の上
半分か下半分の任意の部分に触れ、指を左右にスワイプします。左にスワイプすると
画面の左側にスクロールします。右にスワイプすると画面の右側にスクロールします。
Aux ミックスページから、以下のパラメーターをコントロールし、表示できます。
•• チャンネルセンド
•• プリ / ポスト位置
•• Aux と FX バスゲート、コンプレッサー、EQ オーバービュー
•• Aux と FX バスゲート、コンプレッション、EQ ズーム
•• エフェクトを編集
•• エフェクトを呼び出す
•• エフェクトをアサイン / アサイン解除
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StudioLive Remote を使用して Aux ミックスを作成するには、その Aux の Aux ミック
ス選択タブの任意の部分をタップします。選択した Aux ミックスタブがハイライト表示
されます。これにより、個々のチャンネルセンドのレベルが下に表示されていることが
わかります。

[Post] ボタンを押し、ポストフェーダーセンドをオンにします（StudioLive 16.4.2 と
24.4.2 のみ）
。
ゲート、コンプレッサー、EQ のマイクロビューは、チャンネルとメインに対するように、
Aux に対しても同様に機能します。

チャンネルのセンドレベルを調整するには、センドレベルの任意の場所をタップし、iPad
の画面に触れながら指を上下に動かします。これらのセンドレベル表示は、Aux ミックス
モードでの StudioLive Fat Channel メーターをエミュレートするよう設計されています。
パワーユーザー向けヒント：Aux センドは軸を外れた動きにも対応しています。センド
レベルコントロールに触れて選択すると、画面の任意の部分で指を上下に動かしてセ
ンドレベルをコントロールできます。

4.3.2

FX ミックス選択と FX バスミキシング
SL Remote を使用して FX ミックスを作成するには、FX バスの FX ミックス選択タブの
任意の部分をタップします。選択した FXミックスタブがハイライト表示され、
個々のチャ
ンネルセンドレベルが下に表示されていることを示します。

[Post] ボタンを押し、ポストフェーダーセンドをオンにします（StudioLive 16.4.2 と
24.4.2 のみ）
。
[Mute] ボタンを押し、アサインしたバスのエフェクトをミュートします。
ゲート、コンプレッサー、EQ のマイクロビューは、チャンネルとメインに対するように、
Aux に対しても同様に機能します。
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チャンネルのセンドレベルを調整するには、センドレベルの任意の場所をタップし、
iPad の画面に触れながら指を上下に動かします。これらのセンドレベル表示は、Aux
ミックスモードでの StudioLive Fat Channel メーターをエミュレートするよう設計され
ています。
パワーユーザー向けヒント：FX センドは軸を外れた動きにも対応しています。センド
レベルコントロールに触れて選択すると、画面の任意の部分で指を上下に動かしてセ
ンドレベルをコントロールできます。

4.3.3

FX 編集
SL Remote から、新しい FX タイプをロードし、そのパラメーターを調整することがで
きます。エフェクトを編集するには、FXA または FXB の FX 選択タブにある [EDIT] ボ
タンをタップします。FX エディターが起動します。

新しいエフェクトタイプをロードするには、エフェクトタイプウィンドウをタップしてから、
新しいエフェクトタイプをタップしてロードします。
パラメーターを調整するには、パラメーターをタップし、iPad の画面に触れながら指
を上下に動かします。
エフェクトエディターを閉じるには、右上隅にある「x」をタップします。
SL Remote では、両 FX バスにロードされたディレイのタップテンポ機能をリモートコン
トロールできます。ディレイ FX タイプ（Mono、Filter、Stereo、Pingpong）が FXA ま
たは FXB にロードされると、[TAP TEMPO] ボタンがバスに表示されます。このボタンを
繰り返しタップするとタイムパラメーターが変わり、入力したテンポに一致します。
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StudioLive や VSL と同様、StudioLive Remote には、どの位置からでも空間を調整
できたり、
その場でステージのモニターを調節したりできるように、
グラフィック EQ ペー
ジが含まれています。StudioLive Remote の GEQ ページは、VSL の GEQ タブと合致
しています。GEQ ページから、以下のパラメーターをコントロールし、表示できます。
•• 各グラフィック EQ の 31 バンドすべて（StudioLive 16.0.21 にはメインステレオ
GEQ x 1、StudioLive 16.4.2 と 24.4.24 にはデュアルモノ GEQ x 4）

•• GEQ インサートのアサイン（StudioLive 24.4.2 のみ）
•• 微調整用のズームイン

各スライダーを手動で調整するのではなく、
任意の EQ カーブを描画することも可能です。

GEQ 選択タブ（StudioLive 16.4.2 および 24.4.2 のみ）グラフィック EQ のペアを呼び
出します。

特定のグラフィック EQ に変更を加えるには、まずそれを選択する必要があります。
選択するには、編集したいグラフィック EQ のペアをタップします。

GEQ オン / オフボタン グラフィック EQ をオンまたはオフにします。

デフォルトでは、各グラフィック EQ はオフになっています。グラフィック EQ を有効に
するには、StudioLive Remote と VSL の GEQ オンボタンをタップするか、StudioLive
の GEQ メニューを使用します。

パワーユーザー向けヒント：グラフィック EQ を調整しても変更が聞こえない場合、グラ
フィック EQ がオンになっているかどうかを確認してください。
GEQ フラットボタン すべてのグラフィック EQ のバンドレベルを 0 dB に設定します。

グラフィック EQ を 0 dB に再設定するには、[FLATTEN] ボタンをタップします。これで、
周波数帯域がブーストまたは減衰しないように、各スライダーが 0 dB になります。
GEQ リンクボタン グラフィック EQ のペアをリンクします。

グラフィック EQ がステレオリンクしたバスにインサートされると、GEQ リンクボタン
が自動的にオンになり、2 つのモノグラフィック EQ がステレオグラフィック EQ として
機能します（たとえば GEQ2 のバンド 15 を調整すると GEQ1 のバンド 15 が調整さ
れます）。これを無効にするには GEQ リンクボタンをタップします。各 GEQ が再び
個別に機能します。

オーバービューマップ 表示されている現在のバンドにリファレンスポイントを提供します。

SL Remote の GEQ タブを使用すると、ズームインおよびズームアウトして微調整ができ
ます。しかし、ズームインやズームアウトを行うと、どのグラフィック EQ バンドを調整し
ていたのかが分からなくなることがあります。そこで、オーバービューマップの出番です。

オーバービューマップは GEQ ページの右下隅にあります。数バンドにズームインしてい
る場合や、
iPad で 31 バンドすべてを表示するよう完全ズームアウトしている場合も、
オー
バービューマップには、現在表示されているバンドと、表示部分がグラフィック EQ のど
の部分なのかが表示されます。

パワーユーザー向けヒント：オーバービューマップは常に現在位置に従うため、ズー
ムイン中に左右にスクロールすると、オーバービューマップも同様にスクロールします。

ズームインする ズームインして微調整ができます。

[+] ボタンを押し、GEQ ビューでズームインします。指を左右にスライドし、追加のバ
ンドにアクセスします。

GEQ ページの右下隅にあるオーバービューマップを使用し、31 バンド内の現在位置
を参照します。
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ズームアウトする ズームアウトします。
[-] ボタンを押し、GEQ ビューをズームアウトします。完全にズームアウトしていなけれ
ば（31 バンドすべてが画面に表示されていない状態）
、指を左右にスライドして追加
のバンドにアクセスできます。
GEQ ページの右下隅にあるオーバービューマップを使用し、31 バンド内の現在位置
を参照します。
ドローツール EQ カーブを指で描画することができます。
SL Remote では、
グラフィック EQ 設定を柔軟にコントロールできます。バンドは、
個別に、
または、スライダーを使って複数を一度にコントロールできます。また、EQ カーブを描
いてそれを微調整することもできます。
EQ カーブの描画を有効にするには、[DRAW] ボタンをタップし、グラフィック EQ バン
ド上で指をスライドさせます。指でなぞると、各バンドのスライダーが閉じます。
GEQ のアサイン（StudioLive 24.4.2 のみ）各グラフィック EQ を、Aux、サブグループ、
またはメインバス出力ペアにインサートします。
VSL や StudioLive 24.4.2 と同様に、SL Remote では、各グラフィック EQ をどの出力
ペアにインサートするか選択できます。アサインを変更するには、アサインメニューを
タップし、さらに出力ペアをタップして選択します。
StudioLive 16.4.2 の場合：各グラフィック EQ は、メイン出力か Aux のどちらかにす
でにアサインされています。このアサインは変更できません。
StudioLive 16.0.2 ユーザーは、メインバスにのみグラフィック EQ を使用できます。

4.5

シーンページ
シーンページ では、SL Remote を接続しているコンピューターに保存されたシーンを
リモートで呼び出すことができます。これらのシーンは、VSL ブラウザーのシーンタブ
のオンディスクセクションに表示されます。
シーンリスト 保存されたシーンを表示します。
シーンリストを使用して、接続したコンピューターに保存されたシーンをスクロー
ルすることができます。シーンをタップして選択します。その周りにボックスが描
かれます。これは、
ロードするために選択されていることを示しています。現在ロー
ド中のシーンは、ハイライト表示されます。

ロードボタン 現在選択されているシーンをロードします。
ロードしたいシーンを選択したら、[LOAD] ボタンを押します。シーンはシーンリスト
でハイライト表示されます。これは、シーンがアクティブであることを示しています。
スクロールアップ / ダウン シーンリストを上下に移動します。
上下矢印を使用し、シーンリストのシーンをひとつずつ移動します。
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設定ページでは、スクロールとメータリング機能を設定し、ミックスの各チャンネル、
Aux、サブグループのカスタム名を作成します（16.4.2 と 24.4.2 のみ）
。
ページごとにスクロール ページごとにチャンネルをスク
ロールします。
ページごとにスクロールするオプションがオンの場合、
ミキサーは個別のチャンネルごとではなく、ページ全体
でチャンネルをスクロールします。このオプションをオ
フにすると 1 チャンネルごとにスクロールでき、より詳細なコントロールが可能にな
ります。
ページごとにスクロールでは、ミキサーと Aux ページの両方をオン / オフにできます。
ピークホールドメータリング 最新の信号ピークを表示し
ます。
ピークホールドメータリングがオンの場合、SL Remote の
各メーターは最新の信号ピークを表示し続けます。これに
より、各チャンネルの信号の平均ラウドネスに注意を払うことができます。
トークバックのバスアサイン トークバックのバスアサイン
をオン / オフにします。
このスイッチを使用し、StudioLive ミキサーのトークバッ
クのバスアサインをオン / オフにすることが可能です。

チャンネルフェーダーをリンク チャンネルがステレオリン
クされている場合、チャンネルフェーダーをリンクします。
チャンネルフェーダーをリンクがオンの場合、ステレオリ
ンクしたチャンネルは、
SL Remote または VSL の各フェー
ダーを個別にコントロールしません。これにより、チャン
ネルフェーダーのいずれかを動かすことで、ステレオチャ
ンネルペアのボリュームをコントロールできます。
フェーダーロケートにデフォルト フェーダーがリモートで動かされると、StudioLive の
フェーダーロケートがオンになります。
フェーダーロケートにデフォルトが環境設定で選択されている場合、VSL または
StudioLive Remote でフェーダーがリモートで動かされると、フェーダーロケートが自
動的に有効になります。この設定がオンの場合、ボードに戻ると StudioLive がすばや
く同期されます。
パワーユーザー向けヒント：StudioLive のフェーダーをリモートコントロールしている
場合、この設定を有効にすることをおすすめします。フェーダーロケートモードがオン
の場合、StudioLive のフェーダーはアクティブになりません。このモードを自動的にオ
ンにすることで、StudioLive に戻った時 VSL または SL Remote でフェーダーが上下に
調節されたことを忘れていた場合に予期せぬ音量変化を避けることができます。
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チャンネルに名前を付ける チャンネル、Aux、サブグルー
プのカスタム名を作成します。
ミックスのチャンネル、Aux、サブグループのカスタム名を
作成するには、それぞれ隣のテキストフィールドをタップ
します。iPad キーボードが起動します。新しい名前を入力
したら、[Done] ボタンをタップします。SL Remote、VSL、
QMix で、チャンネルのデフォルト名が新しいカスタム名に
置き換えられます。
注意：SL Remote での名前を付ける機能は、VSL で無効
にできます。QMix からチャンネル名を変更できない場合、
VSL の設定タブにあるデバイスの許可を確認してください。
詳しくは、セクション 3.7.9 をご参照ください。

4.6.1

Smaart システムチェックウィザードをリモートで起動する
SL Remote では、Smaart システムチェックウィザードをリモートでコントロールできま
す。これは、測定マイク、スタンド、ケーブルをスピーカーからスピーカーへと持ち運
ぶ際、特に便利です。どの iPad も Go Remote（セクション 3.8.4 参照）に使用でき
ますが、iPad に FOH への許可が与えられている場合、コンピューターに戻らなくても、
Smaart システムチェックウィザードを SL Remote から起動できます。
設定ページの [Launch Smaart Wizard] スイッチを [On]
の位置にスライドさせると、Smaart システムチェックウィ
ザードが起動します。これらのウィザードの SL Remote で
の機能と表示は、VSL での機能と表示と同一です。
Smaart システムチェックウィザードの使用について詳しくは、
セクション 3.8 をご参照ください。
FOH 許可について詳しくは、セクション 3.7.9 をご参照くだ
さい。
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チャンネルズームページは、iPad を縦向き表示にすると自動的に開きます。このペー
ジには、チャンネルまたはバスのコントロール可能なパラメーターすべてが表示され
ます。また、指で画面の右側を下にスライドすると、ミキサーのチャンネルおよびバ
スすべてをすばやくスクロールできます。
FireWireイン:
FireWireリターンを有効にする

サブ/メインバスアサイン:
チャンネル/バスを
サブまたはメインにアサイン

次:
次のチャンネルに表示を移動

コンプレッサー:
コンプレッサー
機能を
コントロール

ゲート:
ゲート機能を
コントロール

チャンネル
スクロールバー

EQ:
EQ機能を
コントロール

HPF:
ハイパス
フィルター
周波数を
コントロール

パン:
パンニングを
コントロール/表示
フェーダー:
出力レベルを
コントロール
メータリング:
メータリングを
表示
(VSLまたは
ミキサーで
設定された
メーターモード)

リミッター:
リミッター
機能を
コントロール
位相:
チャンネルの
位相を反転
ミュート:
チャンネルを
ミュート

ポスト:
Aux/FXセンドコントロール:
デジタル出力
各AuxとFxバスへのチャンネルの
(チャンネル)
センドレベルを設定
ポストフェーダー
(Aux/FX)を
有効にする
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iPhone および iPod touch 用 QMix
QMix（iPhone および iPod touch 用）を使用すれば、
ミュージシャンは自分のモニター
（Aux）ミックスを自分自身でコントロールできます。QMix では、各 StudioLive チャ
ンネルの Aux センドレベルをお好みに合わせて調整し、Wheel of Me で同時にコン
トロールするチャンネルのグループを作成できます。必要なのは、Wi-Fi 機能を備え
たコンピューターと iPhone または iPod touch だけです。
このセクションでは、QMix を StudioLive シリーズのミキサー全 3 種と使用する場合の操
作方法を説明します。以下で使用されている画像は、
すべて StudioLive 24.4.2 のものです。

5.1

iPhone または iPod touch とコンピューターを接続する
QMix を 使 用 するに は、まず Universal Control を StudioLive に インストー ルし、
FireWire 接続とワイヤレスカードを搭載した Windows または Mac コンピューターに
StudioLive を同期する必要があります。StudioLive をコンピューターの VSL に接続し
同期したら、次に iPhone または iPod touch とコンピューターの間でアドホックのワイ
ヤレスネットワークを作成します。
アドホックまたは「ピアツーピア」ネットワークは、少なくとも 2 つのシステム（ここでは
StudioLive が接続されたコンピューターと Apple iPhone または iPod touch）を利用し
た、非常にシンプルなネットワークです。複数のコンピューターをインターネットや共有
ファイルサーバーに接続する際に使用する通常のローカルエリアネットワーク（LAN）と
は異なり、
サーバーやルーターは必要ありません。
（それでも、
コンピューターをルーター
に接続し、ワイヤレスカードよりも強い Wi-Fi 信号を受信することもできます。
）
お使いのコンピューターと iPhone または iPod touch 間のアドホックワイヤレスネッ
トワークは、すばやく簡単に作成できます。このネットワークでは、VSL のリモート
コントロールが可能で、また QMix を使用すれば iPhone または iPod touch から
StudioLive のリモートコントロールが可能です。
パワーユーザー向けヒント：ネットワーク接続、特に複数のワイヤレスネットワークが
使用されている環境では、トラブルシューティングが必要となる場合があります。この
ため、問題が発生したり、ドラムキットのマイキング中にシンガーがモニターミックス
を調整してしまうような状況に備え、iPhone/iPod touch とコンピューターの接続を確
保しておくと、いざというときに便利です。時間のあるうちに、iPhone/iPod touch、コ
ンピューター、StudioLive の間の通信を確認しておきましょう。

5.1.1

ステップ 1：コンピューターにアドホックネットワークを作成する

Windows Vista
1. [ スタート ] から [ 接続先 ] を開きます。
2. [ 接続またはネットワークをセットアップします ] をクリックします。
3. [ ワイヤレスアドホック（コンピュータ相互）ネットワークを設定します ] を選択し、
[ 次へ ] をクリックします。
4. 「StudioLive」などの新しいネットワーク名を入力します。
5. セキュリティキーまたはパスワードを入力します。安全性を最大限に高めるには、
文字、数字、記号のすべてを含むパスワードを作成します。
6. [ このネットワークを保存します ] にチェックを入れます。
Windows 7
1. [ スタート ] から [ コントロール パネル ] を開きます。
2. [ ネットワークとインターネット ] をクリックします。
3. [ ネットワークと共有センター ] をクリックします。

74

5
5.1

iPhone および iPod touch 用 QMix
iPhone または iPod touch とコンピューターを接続する

StudioLive™ ソフトウェアライブラリ
リファレンスマニュアル

4. [ ネットワーク設定の変更 ] の [ 新しい接続またはネットワークのセットアップ ] をク
リックします。
5. [ ワイヤレスアドホック
（コンピュータ相互）
ネットワークを設定します ] を選択します。
6. [ 次へ ] を 2 回クリックします。
7. 「StudioLive」などの新しいネットワーク名を入力します。
8. セキュリティ WAP（または WEP）を選択します。
9. セキュリティキーまたはパスワードを入力します。安全性を最大限に高めるには、
文字、数字、記号のすべてを含むパスワードを作成します。[OK] をクリックします。
10. [ このネットワークを保存します ] にチェックを入れます。
11. [ インターネット接続の共有 ] をクリックします。
Windows 8
Windows 8 はアドホック接続にネイティブ対応していません。ですので、Windows 8
をご使用の場合、アドホックネットワークを設定するのではなく、ワイヤレスルーター
を使用することをおすすめします。
Mac OS X 10.6 / 10.7
1. メニューバーにあるワイヤレスステータスアイコンをクリックします。
2. プルダウンメニューから [ ネットワークを作成 ...] を選択します。
3. 「StudioLive」などの新しいネットワーク名を入力します。
4. パスワードを設定する場合（推奨）
、[ パスワードを要求 ] にチェックを入れます。
5. ガイドラインに沿ってパスワードを作成し、[OK] をクリックします。
6. このネットワークが正しく作成されると、
利用できるネットワークのリストに表示されます。

5.1.2

ステップ 2：iPhone または iPod touch をアドホックネットワークに接続する
1. iPhone/iPod touch の [ 設定 ] アイコンをタップします。

2.

[ 一般 ] をタップします。

3.

[ ネットワーク ] をタップします。

4.

[Wi-Fi] をタップし、[Wi-Fi] が [ オン ] となっていることを確認します。

5.

[ ネットワークを選択 ] のリストに、アドホックネットワークが表示され
ます。

6.

新規に作成したネットワークをタップし、選択します。

7.

パ
 スワードを用いてネットワークにセキュリティを設定した場合、パス
ワードの入力を求められます。

75

5
5.1

iPhone および iPod touch 用 QMix
iPhone または iPod touch とコンピューターを接続する

5.1.3

ステップ 3：QMix を StudioLive ミキサーに接続する

StudioLive™ ソフトウェアライブラリ
リファレンスマニュアル

アドホックネットワークを作成し、iPhone/iPod touch から QMix を使用できるよう設
定したら、QMix を起動できます。
重要：コンピューターのアドホックネットワークには、QMix を使って StudioLive をリモー
トコントロールするたびに接続する必要があります。
iPhone または iPod touch には、
2 つの表示オプションがあります。横向きと縦向きです。

この 2 つの向きは、2 つの別々のウィンドウを開きます。iPhone/iPod touch を横向き
にすると、Aux ミックスウィンドウが開きます。iPhone/iPod touch を縦向きにすると、
Wheel of Me ウィンドウが開きます。
1. QMix を起 動 するには、iPhone/iPod touch の QMix アイコンをタップします。
QMix を起動すると、スタートページが開きます。
2. スタートページには、ネットワーク上のすべての StudioLive ミキサーのリストが表
示されます。また、3 つのデモミキサーシミュレーション（StudioLive 16.0.2、
16.4.2、24.4.2）を使用して QMix を表示することもできます。これらのオフライン
のシミュレーションを使用して、StudioLive のコントロールの練習が行えます。

3. ミキサーに接続するには、StudioLive のデバイスアイコンをタップします。テキス
トの色が変わり、選択されていることが示されます。

4. [CONNECT] ボタンをタップして QMix を開き、iPhone/iPod touch からミキサーを
コントロールします。
ページ上部の [Reconnect] ボタンを使うと、QMix を起動した時にミキサーとの接続
をすばやく再構築することができます（ミキサーがー現在も利用可能な場合）
。
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Aux ミックスページには、iOS デバイスがアクセスできる各 Aux のチャンネルそれぞ
れのセンドレベルが表示されます。これは VSL の Aux ミックスと合致し、センドレベ
ルのみを表示するよう効率化されています。Aux ミックスページを開くには、iPhone/
iPod touch を横向きにします。

Aux ミックス選択 Aux バスのチャンネルセンドレベルを表示します。
StudioLive Remote を使用して Aux ミックスを作成するには、その Aux の Aux ミック
ス選択タブをタップします。選択した Aux ミックスタブがハイライト表示され、個々の
チャンネルセンドのレベルが下に表示されていることを示します。
左右に移動するには、Aux タブの任意の部分に触れ、指を左右にスワイプします。
左にスワイプすると画面の左側にスクロールします。右にスワイプすると画面の右側
にスクロールします。
ご注意ください：ご使用のデバイスの Aux ミックスへのアクセスは、VSL 内から決定さ
れます。1 つの Aux ミックスにしかアクセスできない場合、VSL の設定タブでそのデ
バイスの許可を確認してください。詳しくは、セクション 3.7.9 をご参照ください。

チャンネルセンドレベル 選択した Aux バスのチャンネルセンドレベルを設定します。
チャンネルのセンドレベルを調整するには、チャンネルのレベルコントロールの任意
の場所をタップし、iPhone/iPod touch の画面に触れながら指を上下に動かします。
これらのセンドレベル表示は、Aux ミックスモードでの StudioLive Fat Channel メー
ターをエミュレートするように設計されています。
左右に移動するには、チャンネルセンドの任意の部分に触れ、指を左右にスワイプし
ます。左にスワイプすると画面の左側にスクロールします。右にスワイプすると画面の
右側にスクロールします。
各チャンネルセンドの左側には、チャンネルの現在の信号レベルを表示するメーター
があります。このメーターを使用して特定のチャンネルに信号があるかどうか確定し、
センドレベルを設定する前にどのくらい信号がホットか確認します。
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パワーユーザー向けヒント：Aux センドは軸を外れた動きにも対応しています。センド
レベルコントロールに触れて選択すると、画面の任意の部分で指を上下に動かしてセ
ンドレベルをコントロールできます。
向きをロック デバイスを横向き表示にロックします。
向きをロックボタンを有効にすると、iPhone/iPod touch を横向き表示にロックします。
このボタンが有効な間、Wheel of Me を開くことはできません。
表示をロックすると、スタートページボタンも削除されます。QMix は、このオプション
が無効になるまで、現在のミキサーに接続されている間この表示で起動されます。

5.3

Wheel of Me
QMix の Wheel of Me では、ボイスとインストゥルメントを含むすべてのチャンネル
を簡単に、効率的にコントロールするできます。Wheel of Me を開くには、iPhone/
iPod touch を縦向き表示にします。Wheel of Me は、現在選択されている Aux ミッ
クスに対して開きます（Aux ミックスページで Aux ミックス 3 を選択している場合、
Wheel of Me が開いている時は Aux ミックス 3 が選択されます）
。
まず、QMix、VSL、または StudioLive の Aux ミックスページを使用して、モニターミッ
クスを設定します。お好みに合わせてモニターミックスを調整したら、ご自分のチャ
ンネルを指定します。すると Wheel of Me は、すべてのチャンネルのボリュームをグ
ループとしてコントロールし、他と比例した各チャンネルのボリュームを保存します。

向きをロック デバイスを縦向き表示にロックします。
向きをロックボタンを有効にすると、iPhone/iPod touch を縦向き表示にロックします。
このボタンが有効な間、Aux ミックスページを開くことはできません。
表示をロックすると、スタートページボタンも削除されます。QMix は、このオプション
が無効になるまで、現在のミキサーに接続されている間この表示で起動されます。
Me ボタン Me ページを開きます。
Me ページから、Aux ミックスのご自分のチャンネルを指定することができます。たと
えば、ご自分でバックアップボーカルを歌いベースを演奏している場合、これらのチャ
ンネルをもっと聴きたいと思うことがあるでしょう。また、
ベースプレイヤーならば、
ベー
スに対してキックドラムのレベルを増やしたいということがあるかもしれません。
これらのチャンネルを「Me」チャンネルとして指定すると、
Wheel of Me はこれらのチャ
ンネルのレベルを一斉に増減させます。これにより、モニターミックスの最も重要な
チャンネルのサブグループを作成することができます。

Wheel of Me に戻るには、左上隅の [Aux] ボタンをタップします。
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Wheel of Me Me チャンネルのレベルをコントロールします。
Wheel of Me は、Me チャンネルのレベルを残りのチャンネルに比例したミックスとして、
増減します。Me チャンネルのレベルを最高値以上に増やすと、他のチャンネルのボ
リュームが低減します。

Wheel of Me の両側には、[ME] と [BAND] ミックスのインジケーターがあります。こ
れらには、
Me チャンネルとBand チャンネル間のバランスが表示されます。Band チャ
ンネルは、Me チャンネルとして指定されていないチャンネルから構成されています。
このインジケーターは、Wheel of Me を上下に動かすと自動的に調整されます。

5.4

設定ページ
設定ページを開くには、Aux ミックスページまたは Wheel of Me ページの設定ボタン
をタップします。この設定ページから、QMix スクロールをカスタマイズし、各チャン
ネルと Aux ミックスのカスタム名を作成できます。
ページごとにスクロール ページごとにチャンネルをス
クロールします。
このオプションがオンの場合、ミキサーは個別のチャ
ンネルごとではなく、ページ全体でチャンネルをスク
ロールします。このオプションをオフにすると 1 チャンネルごとにスクロールでき、より
詳細なコントロールが可能になります。
ピークホールドメータリング 最新の信号ピークを表示
します。
ピークホールドメータリングがオンの場合、QMix
の各メーターは最新の信号ピークを表示し続けます。
これにより、各チャンネルの信号の平均ラウドネスに注意を払うことができます。
チャンネルに名前を付ける チャンネル、Aux、サブグループのカス
タム名を作成します。
ミックスのチャンネル、Aux、またはサブグループのカスタム名を
作成するには（16.4. と 24.4.2 のみ）
、隣のテキストフィールドをタッ
プします。iPhone/iPod touch キーボードが起動します。新しい名
前を入力したら、[Done] ボタンをタップします。SL Remote、VSL、
QMix で、デフォルト名が新しいカスタム名に置き換えられます。
ご注 意ください：チャンネ ル に名前を付 ける機 能 は、Universal
Control で無効にできます。QMix からチャンネル名を変更できない
場合、Universal Control の設定タブにあるデバイスの許可を確認し
てください。
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Capture
Capture™ は、StudioLive でのレコーディングをすばやく簡単に行えるようにするデ
ジタルオーディオマルチトラックアプリケーションです。業界スタンダードのハードディ
スク内蔵デジタルマルチトラックレコーダーのルックとフィールを踏襲しており、ミュー
ジシャンやエンジニアに親しみやすい仕様となっています。PreSonus の革新的な
Studio One DAW と同じ高品質オーディオエンジンを搭載しています。また、Capture
のセッションファイルは直接 Studio One で開くことができ、変換やエクスポートの必
要はありません。
Capture は、StudioLive シリーズミキサーに対して特別に設計されており、設定を
必要とせず、ミキサーから直接、設定やレコーディングが行えます。Capture を起動し、
[Arm All Tracks] をクリックして録音ボタンを押すだけです。ショーの最後に停止ボタ
ンを押し、ファイルを保存すれば完了です。
StudioLive 16.4.2 または 24.4.2 をご使用の場合、Capture は、Aux 入力ルーターに
アクセス可能な StudioLive のバスを録音するステレオトラックを録音します。
パワーユーザー向けヒント（StudioLive 16.4.2 のみ）
：Capture は、1 台または 2 台
の StudioLive 16.4.2ミキサーに合わせてサイズが変更されるため、
ミキサーをカスケー
ド接続する場合のレコーディングに使用できます。
一般的に、DAW をスタジオにおけるオーディオ制作とミキシングのパワフルなツー
ルへと変化させるこの機能は、コンピューターのパフォーマンスを大幅にダウンさせ、
不安定なライブレコーディング環境を生む原因となります。Capture はこの環境をシ
ンプル化し、CPU リソースに大きな負荷をかけず、優れた演奏のレコーディングに
必要なツールだけを提供しています。
他 の StudioLive Software User Library ソ フトウェア 同 様、 最 新 バ ー ジョン の
Capture については PreSonus ウェブサイトをご覧ください。Capture アップデートは、
StudioLive ハードウェアの登録が完了すれば、PreSonus アカウントからダウンロード
できます。PreSonus アカウントの作成方法について詳しくは、セクション 7.1.4（ステッ
プ 3）をご参照ください。

6.1

スタートページ
Capture を起動すると、スタートページが開きます。スタートページでは、新規セッショ
ンを作成したり、コンピューターに保存されているセッションを開いたり、最近のセッショ
ンを表示させたり、StudioLive のドライバーとの通信状態を確認することができます。

セッションを作成して開く
スタートページの左上には、2 つのボタンが表示されます。[Create Session] と [Open
Session] です。新規セッションを作成するには [Create Session] ボタンをクリックし、
既存のセッションをブラウズして開くには [Open Session] ボタンをクリックします。
パワーユーザー向けヒント：
「セッション」とは Capture ファイルのことで、このファイ
ル内でオーディオファイルの録音、アレンジ、編集を行います。オーディオファイルと
混同しないようにしましょう。Capture セッションは、StudioLive シーンと考えるとよい
でしょう。オーディオファイルの録音位置と編集内容のスナップショットです。
最近使ったファイル
スタートページのメニューセクション右にある [Recent Files] リストには、最近開いた
ドキュメントへのリンクが表示されます。リンクをクリックすれば、関連するセッション
をすばやく開くことができます。
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オーディオデバイスとサンプルレート
Capture は、PreSonus StudioLive シリーズのミキサーでの使用を想定して設計され
ており、StudioLive シリーズのミキサーでのみ機能します。Capture は StudioLive ミッ
クスバスに依存しますので、Capture での使用に合わせて他のオーディオデバイスを
設定することはできません。[Audio Device] ウィンドウには、[PreSonus FireStudio] ま
たは [No Audio Device] とのみ表示されます。[PreSonus FireStudio] は、StudioLive
ミキサーがコンピューターに正しく接続されており、Capture が使用可能な状態である
ことを示しています。[Sample Rate] ウィンドウには、StudioLive ミキサーで設定され
ている現在のサンプルレートが表示されます。
Capture について
スタートページの一番下には、バージョン番号とビルド日付を含む Capture に関する
情報が表示されます。

6.2

セッションページ
Capture はシングルウィンドウユーザーインターフェースを採用しており、複数のウィン
ドウやビューを管理する必要がありません。新規セッションを作成したり、既存のセッ
ションを開いたりすると、セッションページが開きます。このページには、マルチトラッ
クオーディオの録音と編集に必要なツールすべてが含まれています。
Capture は、StudioLive の双方向 FireWire バスとケーブル接続構成を活用しています。
Capture を起動すると、StudioLive の各入力チャンネルに対してレコーディングトラッ
クが作成されます。そのトラックは、StudioLive ミキサーの対応する FireWire リターン
に再生用に自動的にパッチされます。次の図では、トラックとミキサーの関係を示して
います。

Capture の録音ルーティング
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Capture の再生ルーティング

Capture でオーディオ入出力を設定する必要はありません。Capture は、接続されて
いる StudioLive ミキサーの種類（16.0.2、16.4.2、24.4.2、または 2 チェーンの 16.4.2）
を自動検出し、設定を行います。StudioLive ミキサーの各入力は、セッションのトラッ
ク列にモノ入力トラックとして表示され、メーターブリッジに対応するレベルメーターが
表示されます。
StudioLive 16.4.2 および 24.4.2 の場合：Aux 入力の最初のペア（入力 25-26/17-18）
を録音するためのステレオトラックを追加することができます。
各 StudioLive ミキサーの入力チャンネルは、入力信号が Capture にルーティングされ
る前に、Fat Channel で処理を加えることができます。これを行うには、StudioLive ミ
キサーの各チャンネルに対する Fat Channel の [Dig Out] セクションの [Post] ボタンを
オンにします。これにより、信号が EQ とダイナミクス処理の後にルーティングされます。

6.2.1

トランスポート

トランスポートは、セッションページの右上隅にあります。ここには、セッションのナビ
ゲートに必要なすべての機能が含まれています。
前のマーカー 再生カーソルを前のマーカーへと移動させます。
巻き戻し このボタンがオンの間ずっと巻き戻されます。
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早送り このボタンがオンの間ずっと早送りされます。
次のマーカー 再生カーソルを次のマーカーへと移動させます。
最初に戻る 再生カーソルをセッションの先頭へと戻します。
停止 再生を停止します。
再生 現在の再生カーソル位置から再生を開始します。
録音 現在の再生カーソル位置から録音を開始します。
ループ ループモードのオンとオフを切り替えます。
時間表示 現在の再生カーソル位置の時間を表示します。
残時間 録音残時間を、録音するハードディスクのストレージ残量をもとに表
示します。
サンプルレート表示 現在の Capture/StudioLive サンプルレートを表示します。

6.2.2

メーターブリッジ

Capture には、入力と出力のメーターがあり、トラックが再生中か録音中かにより
表示が異なります。これらのメーターはピークスタイルで、StudioLive ミキサーから
Capture への各入力に対するクリップインジケーターが搭載されています。StudioLive
16.4.2 または 24.4.2 をご使用の場合、ルーティング可能なマスタートラック用のメー
ター追加ペアが表示されます。
（バスをこのトラックにルーティング方法について詳しく
は、セクション 3.7.1 をご参照ください。
）
リンクボタン 各メーターの間にはリンクボタンがあります。このボタンがオンの場合、
Capture はそのトラックをステレオインターリーブファイルとして録音します。デフォル
トでは、ルーティング可能なバスペア（25-26/17-18）
、および StudioLive 16.0.2 のス
テレオチャンネル（9-10/15-16）はリンクがオンになっています。
録音準備ボタン 各メーターの下には、そのトラックに対する録音準備ボタンがあります。
このボタンがオンの場合、Capture は、そのトラックにルーティングされているオーディ
オを録音できます。
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右上隅には、編集ツールボタンが表示されます。これらのツールでは、編集中のマウ
スの機能を指定します。
パワーユーザー向けヒント：オーディオ制作では、編集プロセスは極めて重要となります。
録音されたオーディオになされる分割、移動、その他の操作におけるわずかな間違い
が望まない結果を生じさせることもあります。軽視されがちですが、編集中に耳で聞い
て確認することが大切です。たとえば、ボーカルパートをサイズ変更して単語と単語の
間の不要なサウンドを削除する際、波形のグラフィック表示を参考に編集する方法は、
確かに便利です。それでうまくいく場合もありますが、編集部分を試聴しながらイベン
トのサイズ変更を行えば、ボーカルパートの重要な部分を誤って削除してしまうことが
ありません。編集中の試聴は、ほとんどの場合において、時間の節約とフラストレーショ
ンの低減に役立ちます。

6.2.3.1 矢印ツール
ほとんどの機能にアクセスできる、
デフォルトのツールです。矢印ツールボタンをクリッ
クするか、コンピューターキーボードの 1 キーを押すと、矢印ツールが選択されます。
矢印ツールは、次の目的で使用できます。

•• イベントを移動する 矢印ツールを使用してオーディオイベントを移動するには、
イベントをクリックし、左右上下にドラッグします。イベントを左右にドラッグすると、
イベントがタイムライン上を前後に移動します。表示外にイベントを左右にドラッ
グする際、コンピューターキーボードのスペースバーを押したままドラッグすると
すばやくスクロールできます。

イベントを上下にドラッグすると、イベントを別トラックへと移動できます。イベント
をあるトラックから別のトラックへとドラッグ（上または下にドラッグ）すると、イベン
ト位置が自動スナップ範囲内に制限され、より簡単にイベントを同じ時間位置に配置
することができます。スナップをオフにするには、イベントを上下にドラッグする際に
Shift キーを押したままにします。
•• イベントのサイズを変更する イベントは、オーディオファイルおよび演奏とユー
ザーをつなぐ「窓」として考えることができます。イベントには、聞こえるものが表
示されます。サイズ変更とは、イベントを伸ばしたり短くしたりして、イベントに含ま
れるオーディオまたは音楽データの一部だけが表示され聞こえるようにする、基本
的なテクニックです。

矢印ツールを使用してイベントのサイズを変更するには、マウスをイベントの左端ま
たは右端に合わせ、サイズ変更ツールを表示させます。ツールが表示されたら、左
右にクリック &ドラッグしてイベントのサイズを変更します。イベントのサイズ変更は、
何度でも取り消しとやり直しが行えます。
•• 複数のイベントを選択する 複数のイベントを同時に選択し、1 アクションですべて
を同時に編集することができます。矢印ツールで複数のイベントを選択するには、
次のいずれかを行います。
•• イベントの外側をクリックしてから他のイベントを囲むようにドラッグすると、
選択範囲が灰色のボックスで表示されます。編集したいすべてのイベントを
囲むようボックスが表示されたらマウスボタンから指を離すと、編集対象とし
てこれらのイベントが選択されます。
•• いずれかのイベントをクリックしてから、コンピューターキーボードの Shift
キーを押したまま、他のイベントをクリックして選択します。こうすれば、隣
り合わないイベントを複数選択できます。選択されたイベントすべてを同時
に編集できます。
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6.2.3.2 範囲ツール
範囲ツールは、イベント内の任意部分を選択するのに使用します。範囲ツールボタンを
クリックするか、コンピューターキーボードの 2 キーを押すと、範囲ツールが選択されます。

イベント内の範囲を選択するには、範囲ツールを使用して任意部分をクリック &ドラッ
グします。対象となる選択部分を囲むように灰色のボックスが表示されます。選択した
いイベント部分を囲むようにボックスが表示されたら、マウスボタンから指を離します。
選択した部分は、個別のイベントとして扱われます。
範囲ツールは、さまざまに活用できます。
•• たとえば、範囲ツールを使用して、ソングの特定の位置（出来のいいドラムグルー
ヴなど）で複数のトラックにわたって複数のオーディオイベントの任意部分を選択
してから、矢印ツールを使用して、選択した部分をソングの別の位置へと移動さ
せることができます。
•• また、範囲ツールを使用すれば、イベント内のオーディオ範囲をすばやく選択して
削除することができます。分割ツールを使用し切り目を 2 つ入れてから矢印ツー
ルでこの部分を選択して削除するよりも、より迅速に操作できます。
マウスカーソルを選択されている範囲へと動かすと、矢印ツールが一時的に表示され
ます。これにより、イベント範囲をすばやく選択し編集できます。
トラックのイベント内に連続しない部分を複数選択するには、Shift キーを押したまま
範囲ツールを使用します。Shift キーを押したまま矢印ツールを使用すると、イベント
全体が選択されます。たとえば、矢印ツールを使用している際に Ctrl キーを押し続け
ると範囲ツールになります。Ctrl キーと Shift キーを押したまま複数の範囲を選択して
から、Shift キーは押したまま Ctrl キーから指を離すと、矢印ツールでイベント全体を
選択することができます。選択した範囲はすべて選択された状態のままになります。
選択した範囲は、範囲ツールを選択範囲の左端または右端に合わせるとサイズ変
更できます。[ 編集 ] メニューで [ 範囲を分割 ] を選択するか、範囲を選択してから
Ctrl/Cmd+Alt+X キーを押すことで、選択されている範囲を左端または右端で分割
することもできます。

6.2.3.3 分割ツール
分割ツールを使用すると、1 つのイベントを複数のイベントへと分割することができます。
分割ツールボタンをクリックするか、コンピューターキーボードの 3 キーを押すと、分割
ツールが選択されます。
分割ツールを選択すると、マウスカーソル位置の近くに十字線が表示されます。縦線
は分割ツールの正確な時間位置を、横線は分割されるイベントがあるトラックを示し
ます。分割ツールは、現在のスナップ設定に直接影響されます。
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分割ツールでイベントをクリックすると、イベントがその位置で分割されます。1 つのイ
ベントを分割すると、2 つのイベントが作成され、このイベントは個別に編集できます。
複数のトラックにわたって複数のイベントが選択されている場合、分割ツールは選択さ
れているイベントすべてに同じように作用します。
コンピューターキーボードの Alt+X キーを押すことで、分割ツールを使用せず、選択
されているイベントをタイムラインカーソルの位置で分割することもできます。

6.2.3.4 消しゴムツール
消しゴムツールは、イベントを削除するのに使用します。消しゴムツールボタンをク
リックするか、コンピューターキーボードの 4 キーを押すと、消しゴムツールが選択さ
れます。消しゴムツールを使用してイベントを削除するには、イベントをクリックします。
消しゴムツールは、現在の選択に影響されず、直接クリックするイベントにのみ作用
します。
しかし、消しゴムツールで選択されている要素をクリックすると、現在選択されている
要素すべてが削除されます。

6.2.3.5 共通の編集動作
ほとんどのソフトウェアアプリケーションと同じように、Capture でも基本的なカット、
コピー、ペーストの動作が行えます。イベントまたはイベント範囲を選択したら、次の
ような操作が行えます。
•• カット：コンピューターキーボードの Ctrl/Cmd+X を押すと、現在の選択範囲が
カットされます。
•• コピー：コンピューターキーボードの Ctrl/Cmd+C を押すと、現在の選択範囲が
コピーされます。
•• ペースト：選択範囲をカットまたはコピーした後、コンピューターキーボードの
Ctrl/Cmd+V を押すと、現在の選択範囲がペーストされます。現在の再生カーソ
ル位置、または、再生カーソルが設定されていない場合はトラックの先頭に選択
がペーストされます。

6.2.4

編集ウィンドウ
編集ウィンドウは、セッションページのメイン表示であり、編集におけるセッションの
オーバービューを提供します。
編集ウィンドウには次が含まれています。
•• タイムラインルーラー：編集ウィンドウの一番上には、タイムラインルーラーがあり
ます。ここには、秒単位で時間が累積表示されます。

•• マーカーレーン：タイムラインルーラーのすぐ下には、マーカーレーンがあります。
ここには、作成したマーカーが表示されます。
•• すべてをアーム：左上隅には、[Arm All] ボタンがあります。このボタンをクリック
すると、すべての入力が録音可能になります。
•• マーカー±：マーカーレーンの左には、マーカー追加 / 削除ボタンが表示されます。
プラス（+）ボタンをクリックすると、現在の再生カーソル位置にマーカーが追加さ
れます。マーカーを選択してからマイナスボタン（-）をクリックすると、マーカーが
削除されます。

86

6
6.3

Capture
新規 Capture セッションを作成する

StudioLive™ ソフトウェアライブラリ
リファレンスマニュアル

•• トラック列：トラック列には、StudioLive ミキサーから Capture に送られる各オーディ
オ入力に対するオーディオトラック（StudioLive 16.4.2 と 24.4.2 のステレオトラック
を含む）が含まれています。

•• トラックをミュート：各トラックにはミュートボタンがあります。このボタンは、再生
中にトラックをミュートします。

•• トラックをソロ：各トラックにはソロボタンがあります。このボタンは、トラックをソロにし、
その他のトラックすべてをミュートします（StudioLive の SIP 機能に似たものです）
。
•• 垂直方向にズーム：編集ウィンドウの左下隅には、垂直ズームコント
ロールがあります。これらのコントロールでは、トラックとオーディオ
ファイルの高さをコントロールできます。

••

••

水平方向にズーム：編集ウィンドウの右下隅には、水平ズームコントロールがあり
ます。このコントロールでは、タイムラインのズーム倍率を調整できます。

6.2.4.1 トラックに名前を付ける
セッション内の各トラックに名前を付けておくと、いくつかの利点があります。まず、どこ
で何が録音されているのかをひと目で確認できるようになります。また、録音前にトラッ
クに名前を付けておくと、そのトラックに録音されるオーディオファイルに同じ名前が付
けられます。たとえば、
ベースラインを「トラック 15」として録音するのではなく「ベース」
、
という名で録音することができます。
トラックに名前を付けるには、デフォルト名をダブルクリックし、テキストボッ
クスを開きます。名前を入力し、Enter キーを押します。

パワーユーザー向けヒント：VSL や Studio One のように、Tab キーを押して次のトラッ
ク名フィールドに移動することができます。

6.3

新規 Capture セッションを作成する
1. 新規セッションを作成するには、次のいずれかを行います。
•• スタートページで、[Create Session] ボタンをクリックします。

•• [File]>[New Session] を選択します。

•• コンピューターキーボードの Ctrl/Cmd+N を押します。
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2. 新規セッションが作成されると、設定メニューが開きます。

3. セッションのタイトル セッションのタイトルは、セッションのファイル名、および、セッ
ションに関連するすべてのデータを含む新規フォルダーの名前となります。

4. セッションのロケーション 新規セッションと関連データすべての保存場所です。セッ
ションのロケーションは、セッションを作成するたびに選択することができます。
デフォルトでは、
新規セッションのロケーションは、
コンピューターのドキュメントフォ
ルダー内の [Capture] フォルダーになります。ブラウズボタンをクリックして新規ロ
ケーションを開き、別のファイルロケーションを選択することができます。次回新規
セッションを作成する際には、直前に使用した保存場所がデフォルトとして表示さ
れます。

6.4

Capture に録音する
オーディオトラックに録音するには、トラックの録音準備を行う（トラックを「アーム」
する）必要があります。Capture では、各入力に対して 2 つの録音準備ボタンが用意
されており、1 つはトラックに、もう 1 つはメーターブリッジにあります。
オーディオトラックを録音可能にするには、トラックまたはメーターブリッジの録音準備
ボタンをクリックします。どちらか一方をオンにすると両方のボタンが赤く点灯し、その
トラックに対応する StudioLive ミキサーのチャンネルに入力されるライブオーディオが
あれば、それに合わせてメーターブリッジにあるトラックのメーターが動き始めます。
トラック列の一番上の [Arm All] ボタンをクリックすると、すべてのトラックを一度に録
音可能にすることができます。
オーディオトラックの録音準備が整ったら、そのトラックにオーディオを録音していきま
しょう。
手動で録音を有効にするには、トランスポートの録音ボタンをクリックします。録音ボ
タンが赤色に、再生ボタンが緑色にそれぞれ点灯します。再生カーソルが現在の位
置から右方向にスクロールを始め、新規イベントが録音可能なトラックに録音されます。
録音は、トランスポートの停止ボタンか、コンピューターキーボードのスペースバーを
押すまで継続されます。

6.4.1

ライブ入力をモニターする
StudioLive ミキサーのライブオーディオ入力をモニターします。Capture には、個
別のモニタリング機能はありません。モニターミキサーの作成について詳しくは、
『StudioLive オーナーズマニュアル』のセクション 4.4.4 をご参照ください。
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正しい入力レベルを設定することは、優れたライブミックスの作成と録音において非
常に重要です。基本として、StudioLive ミキサーの入力ゲインを、入力が過負荷にな
らない範囲でできるだけ高い値に設定することが重要です。入力のオーバーロードは
クリッピング（デジタル歪み）の原因となり、不快なサウンドを生じさせます。これは、
ソフトウェア内で取り除くことができません。そのため、StudioLive ミキサーの各入力
には、クリップインジケーターが搭載されています。
入力チャンネルが StudioLive ミキサーでクリッピングしていなければ、Capture で
クリッピングの心配をする必要はありません。適切なレベル設定について詳しくは、
『StudioLive オーナーズマニュアル』のセクション 2.1 をご参照ください。

6.4.3

Capture メインソース選択（StudioLive 16.4.2 および 24.4.2 のみ）
Capture の Aux ステレオトラックは、StudioLive のステレオミックスを録音する際の使
用を想定したステレオチャンネルです。このミックスは各入力チャンネルの録音中に
録音されるので、ライブ後すぐさまミックスを使用することができます。また、このチャ
ンネルを使用して StudioLive で最終的なスタジオミックスをルーティングするのに使
用することもできます。
セクション 3.7.1 で説明したとおり、VSL には Aux 入力ルーターが搭載されており、入力
チャンネルに加えて録音したいバスを選択することができます。Aux 入力 25-26/17-18
は Capture でのステレオミックスの録音専用です。しかし、メイン L/R ミックスに加えて、
次の出力、バス、入力のいずれかから選択することができます : サブ 1/2、サブ 3/4、
Aux 1/2、Aux 3/4、Aux 5/6、Aux 7/8（24.4.2 のみ）
、Aux 9/10（24.4.2 のみ）
、EFX セ
ンド A、EFX センド B、Aux リターン A、Aux リターン B、テープイン、トークバック、EFX
リターン A、EFX リターン B、ソロバス。

6.5

Capture セッションナビゲーション
セッション内の特定のエリアにすばやく移動できると、ミキシング中に非常に便利です。
以下では、セッションをすばやくナビゲートする方法について説明しています。

6.5.1

スクロール
セッション内で時間軸上を左右にスクロールするには、編集ウィンドウの一番下近くに
ある水平のスクロールバーをドラッグします。
タイムラインルーラーを左右にドラッグしてセッションをスクロールすることもできます。

6.5.2

タイムラインズーム
編集ウィンドウ内で時間単位でセッションを拡大または縮小表示し、セッション全体を
表示させたり、詳細な編集が行えるようセッションの一部のみを表示させることができ
ます。
ズームするには、次を行います。
•• 編集ウィンドウの右下隅の水平ズームコントロールバーの左または右をドラッグし
て拡大または縮小表示します。
•• コンピューターキーボードの W キーを押すと、表示がわずかに縮小されます。コン
ピューターキーボードの E キーを押すと、表示がわずかに拡大されます。
•• タイムラインルーラー内の任意の位置を上下にドラッグすると、表示が拡大または
縮小されます。
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Capture では、マーカーレーンを使ってタイムライン上の任意の位置にマーカーを配
置しておき、簡単にマーカーの位置に移動することができます。マーカーは、セッショ
ンを各ミックスにエクスポートする場合や、別のレコーディングアプリケーションで操
作するためにセッションをエクスポートする場合にも便利です。
マーカーレーンは、タイムラインルーラーのすぐ下に常に表示されています。
パワーユーザー向けヒント：マーカーにより残りの制作プロセスが非常に簡単になりま
すので、ライブ演奏の録音中にマーカーを挿入していくことを強くおすすめします。

6.5.3.1 マーカーを挿入する
マーカーレーンに新しいマーカーを挿入するには、再生中でも再生が停止していても、
マーカー挿入ボタンをクリックするかキーボードの Insert キーを押します。デフォルト
では、新しいマーカーには連番（#1、#2、#3…）が付けられます。

マーカーの名前を変更するには、マーカーレーン上でマーカーをダブルクリックし、
別の名前を入力してから、コンピューターキーボードの Enter キーを押します。

6.5.3.2 マーカー間を移動する
マーカーレーンのマーカーから別のマーカーへ、再生カーソルをすばやくジャンプさ
せることができます。再生しながらマーカーにジャンプすると、セッションのセクション
を簡単に聴き比べることができます。
前のマーカーに移動するには、次のいずれかを行います。
•• トランスポートの前のマーカーボタンをクリックします。
•• キーボードの B を押すと、前のマーカーにジャンプします。
次のマーカーに移動するには、次のいずれかを行います。
•• トランスポートの次のマーカーボタンをクリックします。
•• キーボードの N を押すと、次のマーカーにジャンプします。

6.5.3.3 ループ
Capture セッションの任意範囲の再生をループさせるには、次のいずれかを行います。
•• 矢印ツールでイベントを選択するか、範囲ツールで範囲を選択します。次に、キー
ボードの P キーを押し、選択範囲に対してループ範囲を設定します。範囲はタイ
ムラインに描かれるバーで示されます。
バーの両端にはそれぞれ左右向きのフラッ
グが付きます。
•• タイムラインの上の灰色の線にマウスオーバーします。カーソルがペンシルツー
ルに変化し、ループ範囲を描画できます。
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ループ範囲を設定できたら、トランスポートのループボタンをクリックするか、コン
ピューターキーボードの L または / キーを押し、ループモードをオンにします。
注意：トランスポートで録音をオンにすると、ループモードがオフになり、現在の再生
カーソル位置から録音が開始されます。録音中にループをオンにすることはできません。

6.6

セッションのミキシングを行う
ミキシングとは制作プロセスの一部で、レコーディングされたすべてのトラックをモノ
またはステレオで組み合わせることを指します。目的は、相対的なボリューム、周波数、
ダイナミクスのバランスを調整し、まとまりのあるサウンドを作り出すことにあります。

6.6.1

Capture でミックスを作成する
Capture で直接ミキシングすることはできません。しかし、Capture の各オーディオト
ラックの出力は、StudioLive ミキサー上の対応する入力チャンネルの FireWire リター
ンにケーブル接続されています。つまり、StudioLive ミキサー上の各入力チャンネル
に対して有効な FireWire リターンにより、Capture のマルチトラックセッションの出力
は StudioLiveミキサーにルーティングされているので、
StudioLiveミキサーで他のオー
ディオ入力と同じようにミキシングを行うことができます。
Capture と StudioLive ミキサーを使用したミックスの作成プロセスはシンプルです。
レコーディングしたトラックを StudioLive で再生し、StudioLive のメイン出力を Capture
の Aux ステレオトラックに録音します。これは次のような作業になります。

1. StudioLive 24.4.2 の場合：VSL で、Aux 入力 25 と 26 に対してメイン L/R を選
択します。

StudioLive 16.4.2 の場合：VSL で、Aux 入力 17 と 18 に対してメイン L/R を選択
します。

StudioLive 16.0.2 の場合：VSL で、フレキシブル入力 15 と 16 に対してメイン L/R
を選択します。
注意：Capture を使用してミックスを作成する場合、アナログ入力 15 と 16 を使用
しての録音はできません。
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Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

2. Capture のすべてのオーディオ入力トラックで録音アームがオフになっており、
StudioLive ミキサーのすべての入力トラックの FireWireリターンがオンになってい
ることを確認します。
3. Capture で、Aux ステレオトラック（StudioLive 16.4.2 および 24.4.2）またはトラッ
ク 15/16（StudioLive 16.0.2）を選択し、録音アームをオンにします。
4. 再生カーソルをセッションの頭に移動させ、トランスポートのゼロに戻るボタンを
クリックします。
5. トランスポートの録音ボタンをクリックして録音をアクティブにします。再生カーソ
ルが左から右に動き出し、オーディオが各入力から StudioLive ミキサーへと再生
されます。Capture の Aux ステレオトラックに新規のオーディオイベントが録音さ
れます。これは StudioLive ミキサーからのメインミックスです。
StudioLive ミキサーから録音される新規オーディオイベントは、StudioLive ミキサー
が設定されているサンプルレートで、ステレオ WAV ファイルとして保存されます。
ファイナルミックスをオーディオファイルにエクスポートする
レコーディングの公開に使用される最も一般的なメディアはオーディオ CD です。ファ
イナルミックスをオーディオ CD に保存するには、ミックスファイルは 16 ビット /44.1
kHz の WAV ファイルである必要があります。そのため、ファイナルミックスを Capture
の Aux ステレオトラックに録音したら、オーディオを Aux ステレオトラックからオーディ
オファイルにエクスポートしておくことをおすすめします。Capture でのオーディオトラッ
クのエクスポートについて詳しくは、セクション 6.8 をご参照ください。
ミックスのオーディオファイルがエクスポートできたら、任意の CD 書き出しアプリケー
ション（PreSonus Studio One Professional など）を使用して、
書き込み可能なオーディ
オ CD にミックスを保存します。

6.6.2

Capture セッションを Studio One でミキシングする
Capture をトラック録音ツールとしてのみ使用し、録音したトラックをその後 DAW
アプリケーションでミックスするというユーザーは少なくありません。PreSonus が
StudioLive に Studio One Artist を付属しているのもそのような理由からです。
どのバー
ジョンの Studio One でも、Capture のセッションファイルを開くことができます。マー
カー、編集、トラック名などはすべて保持され、修正などの手間は一切ありません。
Studio One を起動し、Capture セッションを開くだけで完了です。
（詳しくは、セクショ
ン 7 をご参照ください。
）

6.6.3

Capture セッションを別の録音アプリケーションでミキシングする
Capture セッションを Studio One 以外の DAW でミックスする場合、いくつかの方法
で Capture セッションをインポートできます。
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6.6.3.1 Capture セッションを OpenTL として保存する
オーディオ録音プログラムの多くは、OpenTL (Open Track List) ファイルに対応してい
ます。OpenTL ファイルは、他のオーディオプログラムがセッションを自動的に再構築
できるよう、Capture セッション内のオーディオトラックとオーディオイベントすべての
参照と対応位置を提供します。これにより、任意の録音アプリケーションで行う場合と
同じように Capture セッションを開くことができます。

セッション を OpenTL として 保 存 する に は、Capture の [File] メ ニュー で [Save
Session As] を選択します。

通常どおりファイル名を入力し、[Save As Type] 選択ボックスで [OpenTL (*.tl)] を選択
します。

[Save] をクリックしてセッションを OpenTLドキュメントとして保存し、確認ウィンドウの
[Yes] をクリックしてコマンドを確定します。デフォルトでは、このファイルはセッション
フォルダーに保存されます。また、元の Capture セッションファイルは上書きされません。
OpenTL フォーマットではマーカーは保存されません。
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6.6.3.2 Capture セッションのオーディオファイルを直接インポートする
オーディオ編集アプリケーション（DAW など）には OpenTL フォーマットに対応してい
ないものもあり、その場合、他のプログラムで作成されたセッションのインポートがい
くらか制限されます。このような場合、使用するオーディオ編集アプリケーションで可
能な手段を使用して、Capture セッションからオーディオ編集アプリケーションにオー
ディオイベントを手動でインポートする必要があります。この手順について詳しくは、
ご使用のソフトウェアに付属の説明書をご参照ください。
場合によっては、トラックに（連続する単一のオーディオイベントではなく）2 つ以上
のオーディオイベントが存在する場合や、スタート位置が異なる複数のオーディオイベ
ントが存在する場合があります。このような場合、
オーディオ編集プログラムにインポー
トする前に、まずこのセクションの「オーディオファイルをエクスポートする」で説明し
たとおりに各トラックのオーディオをエクスポートします。
[Export Audio File] メニューの [Export Tracks] オプションが選択されていることを確
認し、セッション内の各トラックに対して連続する単一のオーディオファイルがエクス
ポートされるようにします。
各トラックに対する連続する単一のオーディオファイルがエクスポートできたら、ファ
イルのオーディオエディターへの直接インポートは簡単になります。Capture セッショ
ンの再構築に必要となるのは、各ファイルを同一の開始位置に合わせることだけです。
Capture からトラックをエクスポートする方法について詳しくは、セクション 6.8 をご参照
ください。

6.7

オーディオファイルをインポートする
セッションには、WAV および AIFF の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をインポートするには、[Session] メニューから [Import Audio
File] を選択し、[Import File] メニューを開きます。

2. 希望のファイルをブラウズし、クリックして選択します。

3. 対応するオーディオファイルが選択されると、[Import Audio] ウィンドウにプレ
ビュープレイヤーが開きます。詳しくは、セクション 6.7.1 をご参照ください。
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4. [Open] をクリックしてファイルをセッションにインポートします。

5. インポートされるファイルに対するオーディオイベントが作成され、セッション内で
現在選択されているトラック上の現在の再生カーソルの位置に置かれます。

6.7.1

プレビュープレイヤー

[Import File] メニューでファイルをブラウズする際、プレビュープレイヤーでオーディ
オファイルを試聴することができます。プレビュープレイヤーの再生ボタンをクリック
すると、現在選択されているオーディオファイルが再生されます。停止ボタンをクリッ
クすると、再生が停止されます。ループボタンをクリックすると、現在選択されている
オーディオファイルがループ再生されます。

6.8

オーディオファイルをエクスポートする

Capture でセッションからオーディオをエクスポートするには、[Session]>[Export to
Audio File] を選択するか、キーボードの Ctrl/Cmd-E キーを押し、[Export to Audio File]
メニューを開きます。
Location

[Export to Audio File] メニューの一番上のセクションでは、オーディオファイルの保存
場所と名前を選択できます。
[…] ボタンをクリックして、ファイルの保存場所を選択します。
ファイル名をダブルクリックし、別の名前を入力してから Enter キーを押して、ファイ
ルの名前を指定します。エクスポートされる各ファイルは、入力するファイル名の後に、
エクスポートされるトラック名と、
（場合に応じて）マーカーペアの 1 つ目のマーカー名
が続きます。例：
「1602 Demo Session – kick:」
、
「1602 Demo Session – Kick – Chorus」
。
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Format

[Export to Audio File] メニューの中ほどのセクションでは、ミックスダウンオーディオ
ファイルのフォーマットを選択します。WAV または AIFF を選択してから、解像度とサ
ンプルレートを選択します。
オーディオを標準オーディオ CD に保存したい場合、フォーマットに WAV ファイルを、
サンプルレートに 16 ビット /44.1 kHz を選択する必要があります。
Options

[Export to Audio File] メニューの下部のセクションには、ファイルの作成に影響する
オプションがあります。
•• [Export Session] オプションを選択すると、トラック上のオーディオイベントの範囲
の最後の位置まで、セッション全体がエクスポートされます。
•• [Export Each Markers] オプションを選択すると、マーカーレーン内のマーカーに
挟まれた部分が複数のオーディオファイルとしてエクスポートされます。
•• [Export Between Selected Markers] オプションを選択すると、マーカーレーン内
で選択されている 2 つのマーカーに挟まれた部分が複数のオーディオファイルと
してエクスポートされます。
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動作

キーコマンド

トランスポート
（続き）

新規セッション

Cntrl/Cntrl/Cmd+N

録音

NumPad *

セッションを開く

Cntrl/Cntrl/Cmd+O

停止

NumPad 0

セッションを閉じる

Cntrl/Cmd+W

ゼロに戻る

NumPad

セッションを保存

Cntrl/Cmd+S

ナビゲーション

セッションを別名で保存

Cntrl/Cmd+Shift+S

次へフォーカスを移動

Tab

終了

Cntrl/Cmd+Q

前へフォーカスを移動

Shift+Tab

左

左矢印

編集（Edit）
メニュー
取り消す

Cntrl/Cmd+Z

選択を左に拡大

Shift+左矢印

やり直す

Cntrl/Cmd+Y

選択を左に拡大して追加

Cntrl/Cmd+Shift+左矢印

カット

Cntrl/Cmd+X

左スキップ

Cntrl/Cmd+左矢印

コピー

Cntrl/Cmd+C

右

右矢印

ペースト

Cntrl/Cmd+V

選択を右に拡大

Shift+右矢印

削除

Del

選択を右に拡大して追加

Cntrl/Cmd+Shift+右矢印

すべてを選択

Cntrl/Cmd+A

右スキップ

Cntrl/Cmd+右矢印

すべての選択を解除

Cntrl/Cmd+D

上

上矢印

ズームイン

Cntrl/Cmd + またはE

選択を上に拡大

Shift+上矢印

ズームアウト

Cntrl/Cmd - またはW

選択を上に拡大して追加

Cntrl/Cmd+Shift+上矢印

フルズーム

F

上スキップ

Cntrl/Cmd+上矢印

下

下矢印

セッション
（Session）
メニュー
ファイルをインポート

Command+I

選択を下に拡大

Shift+下矢印

オーディオファイルをエクスポート

Command+E

選択を下に拡大して追加

Cntrl/Cmd+Shift+下矢印

マーカーを挿入

Ins、I

下スキップ

Cntrl/Cmd+下矢印

名前付きマーカーを挿入

Shift+Ins、Shift+I

ページの上へ

Page Up

次のマーカーへ移動

N

選択をページ上に移動拡大

Shift+Page Up

前のマーカーへ移動

B

選択をページ上に移動拡大して追加

Cntrl/Cmd+Shift+Page Up

マーカー1-9を呼び出し

NumPad+1-9、Command+1-9

ページ上へ移動スキップ

Cntrl/Cmd+Page Up

トラックをミュート

M

ページの下へ

Page Down

トラックをソロ

S

ページ下に移動拡大

Shift+Page Down

トラックを録音準備

A

ページ下に移動拡大して追加

Cntrl/Cmd+Shift+Page Down

ページ下に移動スキップ

Cntrl/Cmd+Page Down

ツール
矢印ツールを選択

1

スタート

Home

範囲ツールを選択

2

選択スタートを拡大

Shift+Home

分割ツールを選択

3

選択スタートを拡大して追加

Cntrl/Cmd+Shift+Home

消しゴムツールを選択

4

スタートをスキップ

Cntrl/Cmd+Home

エンド

End

トランスポート
スタート/ストップを切り替え

スペースバー

選択エンドを拡大

Shift+End

スタート

Enter

選択エンドを拡大して追加

Cntrl/Cmd+Shift+End

エンドをスキップ

Cntrl/Cmd+End
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Studio One Artist クイックスタート
StudioLive ミキサーには、Studio One Artist レコーディング / プロダクションソフトウェア
が付属しています。レコーディング初心者にも熟練のプロにも、Studio One Artist は、優
れたパフォーマンスをキャプチャーしてミックスするために必要なあらゆるツールを提供し
ます。PreSonus では、PreSonus ユーザーであるお客様を対象に、Studio One Producer
または Studio One Professional へのアップグレードをに割引価格で提供しています。
PreSonus カスタマーを対象とする Studio One アップグレードプログラムについて、
詳しくは http://studioone.presonus.com/ をご覧ください。

7.1

インストールとアクティベーション
StudioLiveドライバーをインストールし、StudioLive をコンピューターに接続したら、
付属の PreSonus Studio One Artist 音楽制作ソフトウェアを使用して音楽のレコーディ
ング、ミキシング、制作が行えます。
Studio One Artist をインストールするには、インストールディスクをコンピューターの
DVDドライブに挿入します。画面上の指示に従って、インストールを完了します。

7.1.1

Studio One インストーラーを実行する

Studio One Artist をインストールするには、Studio One Artist インストール DVD をコ
ンピューターの DVDドライブに挿入します。

Windows の場合：Studio One Artist インストーラーを起動し、画面上の指示に従います。

Mac の場合：Studio One Artist アプリケーションを、ご使用の Macintosh のハードディ
スクの [ アプリケーション ] フォルダーにドラッグします。
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1. Studio One Artist のインストール後、プログラムを起動すると、[Studio One をア
クティベート ] メニューが表示されます。

2. [ アクティベート ] または [ アップグレード ] をクリックします。

3. 新規 Studio One ユーザーの場合は、新規アカウントを作成する必要があります。
ご使用のコンピューターがインターネットに接続されている場合、
[ アカウントを作成 ]
をクリックします。
ご使用のコンピューターがインターネットに接続されていない場合、
セクション 7.1.4
「Studio One Artist をオフラインでアクティベートする」をご参照ください。
すでに PreSonus アカウントをお持ちの場合、セクション 7.1.3「Studio One Artist
をオンラインでアクティベートする」をご参照ください。
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4. ユーザー登録フォームに記入します ユーザー名とパスワードを作成します。この
情報は、PreSonus ウェブサイトの PreSonus ユーザーアカウントへのアクセスに
使用されます。アカウントでは、ご所有の PreSonus ハードウェアおよびソフトウェ
ア製品すべての登録を管理できます。最高のパフォーマンスを得られるよう、ご所
有の PreSonus 製品に関連する重要情報とアップデートについてもお知らせします。
お客様のユーザー名とパスワードは、PreSonus ユーザーフォーラムへのアクセス
にも使用されます。フォーラムでは、他の PreSonus ユーザーや PreSonus スタッ
フとの意見交換が可能です。

ユーザーアカウントの作成が完了すると、登録に使用されたメールアドレス宛にア
クティベーション用メールが発信されます。
メールボックスを確認し、PreSonus ユーザーアカウントをアクティベートしてください。
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ユーザーアカウントが作成できたら、Studio One Artist をアクティベートできます。

1. [ オンラインでアクティベート ] リンクをクリックします。

2. 作成したアカウントのユーザー名とパスワードが自動入力されます。Studio One
Artist のディスクケースに記載されている Studio One プロダクトキーを入力します。

3. [ アクティベート ] ボタンをクリックし、アクティベーションを完了します。
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1. [ オフラインでアクティベート ] リンクをクリックします。

2. アクティベーションコードをメモします（画面上のステップ 3 に表示されています）
。
ステップ 9 で必要となります。
アクティベーションコード：__________________________________

102

7
7.1

Studio One Artist クイックスタート
インストールとアクティベーション

StudioLive™ ソフトウェアライブラリ
リファレンスマニュアル

3. インターネットに接 続しているコンピューターで http://www.presonus.com/
registration/ を開き、[ 新規アカウントを作成 ] をクリックして PreSonus ユーザー
アカウントを作成します。

4. PreSonus 登録フォームに記入します。
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5. ユーザーアカウントが作成できたら、
ログインして [ソフトウェア登録 ]リンクをクリッ
クします。

6. Studio One Artist のディスクケースに記載されている Studio One プロダクトキー
を入力し、[ 送信 ] をクリックします。

7. プロダクトキーが登録されると、Studio One Artist とバンドルされているコンテンツ
のダウンロードリンクの一覧が表示されます。[ ソフトウェア一覧 ]リンクをクリックし、
登録情報を表示します。
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8. [ アクティベート ] リンクをクリックします。

9. ステップ 2 でメモしたアクティベーションコードを入力します。

10. お客様の製品登録に対するダウンロード一覧が表示されます。ここには、最新イ
ンストーラーと Studio One Artist コンテンツパッケージの各インストーラーが含ま
れます。一番上の [ ライセンスをダウンロード ] リンクをクリックします。

11.「Studio One 2 Artist.license」という名のファイルがコンピューターに保存されま
す。このファイルを携帯用メディアにコピーし、Studio One Artist を実行させたい
コンピューターに転送する必要があります。
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12. Studio One Artist のインストール後、プログラムを起動すると、[Studio One をア
クティベート ] メニューが表示されます。

13. [ アクティベート ] または [ アップグレード ] リンクをクリックします。

14. [Studio One をアクティベート ] メニューで、[ オフラインでアクティベート ] リンクを
クリックします。
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15.「Studio One 2 Artist.license」ファイルを [ オフラインでのアクティベーション ] ウィ
ンドウにドラッグし、アクティベーションを完了します。

7.1.5

Studio One Artist のバンドルコンテンツをインストールする
Studio One Artist バンドルには、音楽制作を始めるのに必要なすべてが含まれてい
ます。デモ素材とチュートリアル、インストゥルメント、ループ、サンプル、その他のサー
ドパーティ製コンテンツが幅広く付属しています。
Studio One Artist のインストールとアクティベーションが完了すると、Studio One コン
テンツインストーラーが表示されます。

1. 「コンテンツを DVD またはローカルフォルダーからインストール」をクリックします。
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2. インストールメニューの一番上で、コンテンツのインストール元とインストール先
を選択します。コンテンツのインストール元は、Studio One Artist のインストール
に使用した DVDです。
デフォルトでは、
Studio One Artist はコンテンツのインストー
ル元に DVDドライブを指定します。

3. インストールメニューにリストされている項目は、利用可能なアイテムです。アイ
テムの隣のチェックボックスをクリックして選択するか、リストの上の [ 推奨をイン
ストール ] または [ すべてのリンクをインストール ] をクリックします。

4. メニュー左下の [ パケットをインストール ] ボタンをクリックし、選択されているコ
ンテンツをインストールします。

5. コンテンツのインストールが完了したら、
[ 完了 ] ボタンを押してメニューを閉じます。
パワーユーザー向けヒント：Studio One Artist コンテンツは、[Studio One 2]>[Studio
One インストール ...] メニューからいつでもインストールできます。コンテンツの一部
をインストールしない場合、後でそれをインストールすることができます。
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サードパーティ製コンテンツをインストールするには、コンテンツ一覧（Celemony
Melodyne Trial と Native Instruments Komplete Player）のコンテンツ名の隣の矢印
ボタンをクリックします。

Native Instruments Komplete の隣にシリアルナンバーが記載されています。このナ
ンバーは、プラグインの初回起動時のオーソライズの際に必要となります。

コンテンツのインストールが完了したら、[ 完了 ] ボタンを押します。
注意：プラグインの登録に問題が生じた場合は、プラグインメーカーにお問い合わせ
ください。
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Studio One Artist は、PreSonus インターフェースとの使用を想定してデザインされ
ているため、StudioLive ではすばやく簡単に設定できます。Studio One Artist を起
動すると、デフォルトではスタートページが開きます。このページには、ドキュメント
管理やデバイス設定のコントロール、カスタマイズ可能なアーティストプロフィール、
ニュースフィード、PreSonus によるデモとチュートリアルへのリンクが表示されてい
ます。ご使用のコンピューターがインターネットに接続している場合、
これらのリンクは、
PreSonus ウェブサイトに新しいチュートリアルが掲載されるたびに更新されます。
Studio One Artist の全機能に関する詳しい情報については、Studio One Artist イン
ストールディスクに収録されている PDF 版『リファレンスマニュアル』をご参照くだ
さい。このチュートリアルでは、設定とレコーディングをスムーズに開始するために
必要な、Studio One Artist の基本のみをカバーしています。

スタートページ：設定エリア アクティブなオーディオドライバーとサンプルレートを
表示し、オーディオと MIDI の設定ページへのクイックリンクを提供します。
スタートページの中央には、設定エリアが表示されます。Studio One Artist は、ご使
用のシステムをスキャンして使用可能なドライバーを自動検出し、ドライバーを選択し
ます。デフォルトでは、PreSonusドライバーがあればそれが選択されます。
スタートページで別のオーディオドライバーを選択する

Studio One 起動時にスタートページに [PreSonus FireStudio] と表示されない場合、
設定エリアの [ オーディオデバイスを設定 ] リンクをクリックし、[ オーディオ設定 ] オプ
ションウィンドウを開きます。
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[ オーディオデバイス ] メニューで [PreSonus FireStudio] を選択します。

[ 適用 ] ボタンをクリックしてから [OK] をクリックします。
PreSonus FireStudio ドライバーが検出されていることを確認してから（StudioLive
は PreSonus FireStudio ファミリーのインターフェースとドライバーを共有しています）
、
外部 MIDI 機器の設定に進みます。MIDI 機器が接続されていない場合、セクション 7.3
に進んでください。

7.2

MIDI 機器を設定する
Studio One Artist の [ 外部デバイス ] ウィンドウでは、ご使用の MIDI キーボードコン
トローラー、サウンドモジュール、
コントロールサーフェスを設定できます。このセクショ
ンでは、MIDI キーボードコントローラーとサウンドモジュールの設定について説明し
ます。他の MIDI 機器の設定手順について詳しくは、Studio One Artist インストール
DVD に収録の『リファレンスマニュアル』をご参照ください。
サードパーティ製 MIDI インターフェースまたは USB MIDI コントローラーキーボードを
ご使用の場合、このセクションを読み進める前に、これらのデバイス用のドライバー
をインストールする必要があります。インストール手順について詳しくは、ご使用の
MIDI ハードウェアに付属する説明書をご参照ください。

7.2.1

外部 MIDI キーボードコントローラーをスタートページで設定する
MIDI キーボードコントローラーとは、他の MIDI 機器、バーチャルインストゥルメント
ソフトウェア、ソフトウェアパラメーターの再生とコントロールに通常使用されるハード
ウェア機器を指します。Studio One Artist では、これらのデバイスを「キーボード」と
呼びます。これらを使用するには、事前に設定を行う必要があります。場合によっては、
MIDI キーボードコントローラーをトーンジェネレーターとしても使用することがあります。
Studio One Artist は、コントローラーとトーンジェネレーター機能を、MIDI キーボード
コントローラーとサウンドモジュールの異なる 2 つのデバイスとして認識します。MIDI
コントロール（キーボード、ノブ、フェーダーなど）は、キーボードとして設定されます。
サウンドモジュールは、インストゥルメントとして設定されます。
外部 MIDI デバイスは、スタートページの設定エリアから設定できます。新規ソングの
レコーディングを設定する前に、外部デバイスを設定しましょう。

Left
100 - 240 VAC 50-60Hz

Right

On
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1. ご使用の外部 MIDI コントローラーの MIDI Out を、StudioLive 16.0.2 またはその
他の MIDI インターフェースに接続します（StudioLive 16.4.2 または 24.4.2 をご
使用の場合、別途 MIDI インターフェースを使用する必要があります）
。USB MIDI
コントローラーをご使用の場合、コンピューターに接続して電源を入れます。

2. スタートページの設定エリアの [ 外部デバイスを設定 ] リンクをクリックし、[ 外部
デバイス ] ウィンドウを開きます。

3. [ 追加 ] ボタンをクリックします。

4. [ デバイスを追加 ] ウィンドウが開きます。
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5. 左のメニューで、[ 新規キーボード ] を選択します。ここでは、製造元とデバイス
名を入力し、キーボードの名前をカスタマイズできます。

6. このキーボードとの通信に使用する MIDI チャンネルを指定する必要があります。
ほとんどの場合、すべての MIDI チャンネルを選択する必要があります。どの MIDI
チャンネルを選択したらよいか分からない場合、16 すべてのチャンネルを選択し
てください。

7. [ 受信元 ]ドロップダウンメニューでは、Studio One Artist が MIDI データを受信する
受信元となる MIDI インターフェース入力を選択します。StudioLive 16.0.2 MIDI I/O
をご使用の場合、PreSonus FireStudio Port 1 を選択します。

8. [ 送信先 ]ドロップダウンメニューでは、Studio One Artist が MIDI データを送信
する送信先となる MIDI インターフェース出力を選択します（StudioLive 16.0.2 を
ご使用の場合 PreSonus FireStudio を選択）
。ご使用のキーボードコントローラー
で Studio One からの MIDI データを受信する必要がない場合、選択しなくてもか
まいません。MIDI データを受信する必要がある場合、MIDI インターフェースの
MIDI Out とキーボードの MIDI In を MIDI ケーブルで接続する必要があります。

9. このキーボードが、ご使用の外部シンセサイザーとバーチャルインストゥルメント
をコントロールする唯一のキーボードである場合、[ デフォルトのインストゥルメン
ト入力 ] の隣のチェックボックスにチェックマークを入れます。これで、
ご使用のキー
ボードが Studio One Artist 内のすべての MIDI デバイスのコントロールに自動ア
サインされます。

10. [OK] をクリックします。
サウンドモジュールを接続したい場合、[ 外部デバイス ] ウィンドウを開いたまま、次の
セクションに進みます。それ以外の場合、ウィンドウを閉じ、セクション 7.3 に進みます。
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7.2.2

外部 MIDI サウンドモジュールをスタートページで設定する
MIDI インストゥルメントコントローラー（キーボード、MIDI ギターなど）は音楽情報
を MIDI データとして音源やバーチャルインストゥルメントに送信し、その情報をもと
に音源やバーチャルインストゥルメントによりサウンドが生成されます。音源には、ス
タンドアローン型サウンドデバイスや、キーボードシンセなどの MIDI インストゥルメン
ト内蔵型があります。Studio One Artist では、すべての音源を「インストゥルメント」
と記述しています。MIDI キーボードコントローラーの設定が完了したら、サウンドモ
ジュールを設定しましょう。

Left
100 - 240 VAC 50-60Hz

Right

On

1. ご使用の外部サウンドモジュールの MIDI In を、StudioLive 16.0.2 またはその他
の MIDI インターフェースの MIDI Out に接続します。
（StudioLive 16.4.2 または
24.4.2 をご使用の場合、別途 MIDI インターフェースを使用する必要があります。
）

2. [ 外部デバイス ] ウィンドウで、[ 追加 ] ボタンをクリックします。
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3. [ デバイスを追加 ] ウィンドウが開きます。

4. 左のメニューで、[ 新規インストゥルメント ] を選択します。ここでは、製造元とデ
バイス名を入力し、サウンドモジュールの名前をカスタマイズできます。

5. このキーボードとの通信に使用する MIDI チャンネルを指定します。ほとんどの場合、
すべての MIDI チャンネルを選択する必要があります。どの MIDI チャンネルを選択
したらよいか分からない場合、16 すべてのチャンネルを選択しておくことをおすす
めします。

6. [ 送信先 ]ドロップダウンメニューでは、Studio One Artist が MIDI データを送信す
る送信先となるサウンドモジュールの MIDI 出力を選択します。StudioLive 16.0.2
を MIDI インターフェースとして使用している場合、
[StudioLive 16.0.2] を選択します。

7. [ 受信元 ]ドロップダウンメニューでは、Studio One Artist が MIDI データを受信す
る受信元となるサウンドモジュールの MIDI 出力を選択します（StudioLive 16.0.2
をご使用の場合、PreSonus FireStudio を選択）
。ご使用のサウンドモジュールで
Studio One からの MIDI データを受信する必要がない場合、選択しなくてもかま
いません。

8. [OK] をクリックし、[ 外部デバイス ] ウィンドウを閉じます。
これで、
Studio One Artist でレコーディングを行う準備が整いました。本クイックスター
トガイドの残りのセクションでは、ソングを設定する方法と、Studio One Artist 環境に
おける一般的な操作とワークフローのアドバイスについて説明します。
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MIDI デバイスが設定できたら、ソングを作成しましょう。

7.3.1

StudioLive テンプレートを使用して新規ソングを作成する

1. スタートページで、[ 新規ソングを作成 ] を選択します。

2. ブラウザーウィンドウで、ソングに名前を付け、ディレクトリから保存場所を選択し
ます。ウィンドウの左側にテンプレートの一覧が表示されます。StudioLive テンプ
レートでは、各 StudioLive 入力に対して 1 つのトラックが作成され、
（Capture セッ
ションと同じように）
StudioLive FireWireリターンにそれぞれパッチされます。
トラッ
クはすべてレコーディング用に準備されており、別途設定の必要はありません。

3. このテンプレートを選択し、[OK] をクリックします。

7.3.2

空のソングを作成し、オーディオ I/O を設定する

1. スタートページで、[ 新規ソングを作成 ] を選択します。

2. ブラウザーウィンドウで、ソングに名前を付け、ディレクトリから保存場所を選択し
ます。
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3. テンプレートリストから [ 空のソング ] を選択します。

4. 希望のサンプルレートと解像度を選択します。ソングの長さとタイムベース（小節、
秒、サンプル、フレーム）を指定することもできます。

5. 完了したら、[OK] ボタンをクリックします。

6. ソングにループをインポートしたい場合、[ オーディオファイルをソングテンポにスト
レッチ ] を選択しておくと、
（コンテンツライブラリに収録されているループのように）
ループの BPM が判明していれば正しいテンポでインポートされます。

7. [ ソング ]>[ ソング設定 ] メニューを開きます。

8. [ オーディオ I/O 設定 ] をクリックします。
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9. StudioLive の各入力に対してモノ入力を作成することをおすすめします。ステレ
オでのレコーディングを予定している場合、
ステレオバスも作成し、適切な入力セッ
トへとアサインする必要があります。StudioLive 16.0.2 をご使用の場合、チャンネ
ル 9/10 から 15/16 に対してステレオ入力を作成するとよいでしょう。

10. バスは、[ 削除 ] ボタンを選択してクリックすれば削除できます。

11. バスの名前をカスタマイズするには、デフォルト名をダブルクリックし、テキストボッ
クスを開きます。入力が完了したら、Enter キーを押します。

12. Studio One Artist 起動時に常に同じ入力を使用したい場合、[ デフォルトを作成 ]
ボタンをクリックします。
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13. [ 出力 ] タブをクリックすると、StudioLive で使用可能な出力すべてが表示され
ます。StudioLive の各 FireWire リターンに対してモノ出力を、StudioLive のメ
イン FireWire リターンに対してステレオ出力をそれぞれ作成することをおすすめ
します。

14. メイン出力バスを StudioLive のメイン FireWireリターンにパッチします
（16.0.2 : リ
ターン 1/2、16.4.2 : 2トラックイン左 / 右とリターン 17/18、24.4.2 : 2トラックイン
左 / 右とリターン 25/26）
。

15. 左下隅に [ 試聴 ] セレクトメニューが表示されます。ここでは、Studio One Artist
にインポートする前にオーディオファイルを試聴するのに使用する出力を選択でき
ます。一般的には、メイン出力バスを選択しておくとよいでしょう。

16. Studio One Artist 起動時に常に同じ出力設定を使用したい場合、[ デフォルトを作
成 ] ボタンをクリックします。

17. [ 適用 ] をクリックして完了します。
MIDI とオーディオ I/O の設定が完了し、新規ソングが作成できたら、Studio One Artist
の基本を学び、レコーディングを開始しましょう。
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アレンジウィンドウの左上隅には、いくつかのボタンがあります。左から 3 つ目のボタ
ンは、[トラックを追加 ] ボタンです。このボタンをクリックすると、[トラックを追加 ] ウィ
ンドウが表示されます。

[トラックを追加 ] ウィンドウでは、作成するトラックの数と種類（モノ / ステレオのオー
ディオ、フォルダー、インストゥルメント、オートメーション）を選択し、トラック名と色
をカスタマイズして、エフェクトのプリセットラックをトラックに追加できます。

トラックを追加したら、トラックが現在アサインされている入力をクリックするだけで入
力をアサインできます。これにより、入力リストが開きます。ここからオーディオ I/O 設
定にもアクセスできます。

使用可能な入力すべてにトラックを追加し、ルーティングを自動でアサインさせたい
場合、[トラック ]>[ すべてのインプットのトラックを追加 ] を選択します。
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ソロ

ミュート
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トラック名

レベル

トラック色選択
録音アーム

メーター

ST/モノ

オーディオ
入力選択
モニター
(S1)

7.5

MIDIトラックを作成する

1. [トラックを追加 ] ボタンをクリックします。

2. [トラックを追加 ] ウィンドウが開いたら、トラックのフォーマットに [ インストゥルメ
ント ] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

3. MIDI 入力をアサインするには、MIDI 出力リストをクリックし、ご使用の外部 MIDI
モジュールを選択します。

4. セッションにバーチャルインストゥルメントが追加されている場合、選択可能な出力
としてこれらも表示されます。
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5. デフォルトキーボードに MIDI キーボードコントローラーが選択されている場合、
これが自動で選択されます。そうでない場合、すぐ下の入力メニューでご使用
の MIDI コントローラーを選択します。

6. [トラックを追加 ] ボタンの左には、
[ インスペクター ] ボタンがあります。これをクリッ
クすると、選択されているトラックのパラメーターが追加表示されます。

7. インスペクターメニューの一番下には、バンクとプログラム選択が表示されます。
ここでは、サウンドモジュールのパッチをリモートで変更できます。[ プログラム ]
の隣のボックスにチェックマークを入れると、MIDI モジュールのプログラムチェン
ジとバンクチェンジのリモートコントロールが有効になります。

8. プログラムフィールドが表示されていない場合、インスペクターの一番上のサイズ
変更バーを下にドラッグし、隠されているフィールドを表示させます。

9. プログラムフィールドをダブルクリックし、呼び出したいプリセット数を入力します。
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Left
100 - 240 VAC 50-60Hz

Right

On

10. MIDI データにはオーディオ信号は含まれていません。サウンドモジュールが聞こ
えるようにするには、サウンドモジュールのオーディオ出力を StudioLive の入力
に接続し、StudioLive のオーディオ出力をサウンドシステムに接続する必要があり
ます。
（ヘッドフォン出力を使用して、ヘッドフォンで聴くこともできます。
）ソックを
ミックスする準備ができたら、新規オーディオトラックを録音することで、録音した
MIDI データをオーディオ波形に変換する必要があります。

7.5.1

Studio One を使用して StudioLive 16.0.2 リモートコントロールする
StudioLive 16.0.2 の MIDI コントロールモードでは、DAW や他の MIDI ソースからミ
キサー上のいくつかの機能を MIDI コントロールすることができます。DAW からミキ
サーをコントロールする場合、外部 MIDI インターフェースの接続について心配する必
要はありません。StudioLive 16.0.2 は、MIDI コントロールメッセージを FireWire 接続
を介して受信できます。
これらの設定手順では、StudioLive をコントロールするよう Studio One Artist をすば
やく設定することができ、カスタム設定を作成するのに必要な情報を提供します。
まず、StudioLive を MIDI コントロールに対して設定する必要があります。StudioLive
システムメニューの [Pages 4] と [Page 5] へ移動し、各ページを以下の図のように設
定します。
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7.5.1.1 StudioLive 16.0.2 を MIDI デバイスとして設定する
Studio One Artist でコントロールできるよう StudioLive 16.0.2 を設定するには、まず
StudioLive を外部デバイスとして追加する必要があります。

1. Studio One Artist スタートページで、[ 外部デバイス ] リンクをクリックします。

2. [ 追加 ] ボタンをクリックします。

3. [ 新規インストゥルメント ] を選択します。

4. [ デバイス名 ] フィールドに、
「StudioLive」と入力します。
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5. [ 送信先 ] メニューで、[PreSonus FireStudio Port 1] を選択します。

6. [ すべて ] ボタンをクリックし、すべての MIDI チャンネルを有効にします。

7. [OK] をクリックします。

8. StudioLive のシステムメニューで、[Page 4: MIDI Presets] を開きます。

9. MIDI コントロールモードを [On] に設定します。

10. MIDI ソースを [FireWire] に設定します。

7.5.1.2 シーンとプリセットを呼び出す
この例では、シーン、FXA プリセット、FXB プリセットを呼び出すためにさまざまな
MIDI チャンネルを設定する必要があります。これらは、Studio One が各機能用に送
信するプログラムチェンジメッセージの送信先となる MIDI チャンネルです。

1. Studio One で、新規ソングを作成してからインストゥルメントトラックを作成します。

2. 入力メニューで、[StudioLive] を選択します。
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3. インスペクターを開きます。

4. MIDI チャンネル 1 が事前に選択されていますので、StudioLive シーンを変更して
みましょう。

5. [ プログラム ] の隣のボックスにチェックマークを入れます。

6. プログラムフィールドが表示されていない場合、インスペクターの一番上のサイズ
変更バーを下にドラッグし、隠されているフィールドを表示させます。

7. プログラムフィールドをダブルクリックし、呼び出したいシーン数を入力します。
注意：同一の手順で FX プリセットを呼び出すことができます。StudioLive での
設定に合わせて、必ず MIDI チャンネルを変更しましょう。
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7.5.1.3 FXA、FXB、メイン出力レベルをコントロールする

1. Studio One で、ペイントツールを選択します。

2. ペイントツールを使用して、数小節にわたって MIDI リージョンを描画します。

3. インストゥルメントトラックの MIDI チャンネルを 4 に設定します。

4. [トラック ] メニューで、[ オートメーショントラックを追加 ] を選択します。

5. オートメーショントラックインスペクターで、[ パラメーター ] メニューをクリックして
[ 追加 / 削除 ] を選択します。
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6. [ オートメーション ] ウィンドウで、
[ 外部デバイス ]>[StudioLive MIDI] を選択します。

7. [CH 4] を選択します。
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8. MID コントロールチェンジリストをスクロールし、コントロール 40-42 を表示させ
ます。

9. これらのコントロールを選択し、[ 追加 ] をクリックします。
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10. [ 閉じる ] をクリックします。

11. オートメーショントラックのパラメーターのプルダウンメニューで [ コントロール 42]
を選択します。

12. ペイントツールを使用して、オートメーションカーブを描画します。

13. 再生ボタンを押すと、Studio One により StudioLive のメイン出力レベルがコント
ロールされる様子を聞くことができます。
これと同じ手順を使用して、
StudioLive ミキサーの FXA とFXB の出力レベルのボリュー
ムカーブオートメーションを作成できます。Studio One のオートメーショントラックの
パラメーターのプルダウンメニューで正しいコントロールチェンジナンバーが選択され
ていることを確認しましょう。
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7.5.1.4 FXA と FXB をメインバスにアサイン / アサイン解除する

1. Studio One で、ペイントツールを選択します。

2. ペイントツールを使用して、数小節にわたって MIDI リージョンを描画します。

3. インストゥルメントトラックの MIDI チャンネルを 4 に設定します。

4. [トラック ] メニューで、[ オートメーショントラックを追加 ] を選択します。

5. オートメーショントラックインスペクターで、[ パラメーター ] メニューをクリックして
[ 追加 / 削除 ] を選択します。
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6. [ オートメーション ] ウィンドウで、
[ 外部デバイス ]>[StudioLive MIDI] を選択します。

7. [CH 4] を選択します。
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8. MID コントロールチェンジリストをスクロールし、サステインペダルオン / オフ
（CC64）とソステヌートペダルオン / オフ（CC66）を表示させます。ボリュームコ
ントロールとは異なり、ミュートコントロールにはオン / オフメッセージが必要です。
そのため、Studio One Artist を使用して StudioLive 16.0.2 をコントロールする際
は、これら 2 つのコントロールチェンジナンバーを使用することをおすすめします。
各コントロールを選択し、[ 追加 ] をクリックします。

9. [ 閉じる ] をクリックします。

10. オートメーショントラックのパラメーターのプルダウンメニューで [ サステインペダ
ルオン / オフ ] を選択します。
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11. ペンシルツールを使用して、数小節にわたる「オン」メッセージを描画します。
メインバスへの FXA/FXB アサインはシンプルなトグルですので、CC メッセージを受信
すると、ボタンは現在と逆の状態になります。Studio One でボタンを「オン」の状態に
するには、メッセージを受信した際にボタンが「オフ」の状態である必要があります。

12. 再生ボタンを押し、FXA からメインバスにアサインした状態およびアサイン解除
状態の Studio One を聞いて確認します。
これと同じ手順を使用して、FXB のメインバスへのアサインまたはアサイン解除をコ
ントロールできます。オートメーショントラックのパラメーターメニューで正しいコント
ロールチェンジメッセージが選択されていることを確認しましょう。

7.6

バーチャルインストゥルメントとプラグインエフェクトをソングに追加する
ブラウザーからドラッグ &ドロップでプラグインとインストゥルメントをソングに追加す
ることができます。1 つまたは複数のエフェクトをあるチャンネルから別のチャンネル
にドラッグしたり、カスタマイズしたエフェクトチェーンにドラッグしたり、メニューをス
クロールすることなくお気に入りのバーチャルインストゥルメントパッチを簡単にロー
ドすることもできます。
ブラウザー、エディター、ミキサーを開く
アレンジウィンドウの左下隅には、3 つのボタンがあります。

[ 編集 ] ボタンは、オーディオエディターまたは MIDI ピアノロールエディター（選択さ
れているトラックにより異なる）を開閉します。
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[ ミックス ] ボタンは、ミキサーウィンドウを開閉します。

[ ブラウズ ] ボタンは、ブラウザーウィンドウを開閉します。ブラウザーには、選択可能
なすべてのバーチャルインストゥルメント、プラグインエフェクト、オーディオファイル、
MIDI ファイル、現在のセッションにロードされているオーディオファイルのプールが表
示されます。
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ブラウザーウィンドウの一番下には、6 つのカテゴリータブがあります。
•• ホーム は、他の 5 つのタブへのホットリンクを表示します。

•• インストゥルメント は、コンピューターにインストールされているすべてのバーチャ
ルインストゥルメントのリストを開きます。

•• エフェクト は、コンピューターにインストールされているすべてのプラグインエフェ
クトのリストを開きます。
•• サウンド は、Studio One コンテンツパッケージに付属するオーディオループと
MIDI ループのリストを開きます。

•• ファイル は、
コンピューター上のすべてのファイルへのクイックアクセスを提供します。
•• プール は、現在のセッション内に録音されインポートされているオーディオファイ
ルのリストを開きます。

7.6.1

バーチャルインストゥルメントをドラッグ & ドロップする

バーチャルインストゥルメントをセッションに追加するには、[ ブラウズ ] と [ インストゥ
ルメント ] ボタンをクリックしてインストゥルメントブラウザーを開きます。インストゥル
メントブラウザーでインストゥルメントまたはそのパッチのいずれかを選択し、アレンジ
ビューにドラッグします。Studio One Artist により新規トラックが自動作成され、このイ
ンストゥルメントが入力としてロードされます。

7.6.2

エフェクトをドラッグ & ドロップする

プラグインエフェクトをトラックに追加するには、
[ エフェクト ] ボタンをクリックし、
エフェ
クトブラウザー内でプラグインまたはそのプリセットのいずれかを選択してから、この
エフェクトを追加したいトラックにドラッグします。
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7.6.3

オーディオファイルと MIDI ファイルをドラッグ & ドロップする

オーディオファイルと MIDI ファイルは、ファイルブラウザーからアレンジビューにドラッ
グすることで、すばやく選択、試聴、ソングへインポートできます。ファイルをアレン
ジビューの空のスペースへドラッグすると、新規トラックが作成され、ファイルはトラッ
ク内のドラッグ位置に置かれます。ファイルを既存のトラックへドラッグすると、ファイ
ルは新規パートとしてそのトラックに置かれます。

7.7

Studio One Artist に録音する
Studio One Artist の設定と使用の基本を学んだところで、
トラックを録音してみましょう。

1. レコーディングを開始するには、モノのオーディオトラックを作成します。

2. インプット 1 を入力ソースとして選択します。
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3. マイクを StudioLive のチャンネル 1 入力に接続します。

4. Studio One Artist のトラックの録音準備ボタンを押します。

5. チャンネル 1 のレベルを上げ、マイクに向かって声を出します。Studio One Artist
の入力メーターで入力への反応を確認します。

6. ゲインを調整し、クリッピング（歪み）が出ない程度に入力レベルをできるだけ最
大値に近づけます。

7. ヘッドフォンセットを StudioLive ヘッドフォン出力に接続します。
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リファレンスモニター

8. スタジオモニターで StudioLive を聴く場合、StudioLive のコントロールルーム出
力に接続されていることを確認します。

Main

9. StudioLive の モ ニター バスでメイン バスを 有 効 にし、ヘッドフォンまた は
StudioLive とスタジオモニターのコントロールルーム出力を使用してモニターでき
るようにします。

10. Studio One で、録音ボタンをクリックします。

11. マイクに向けて声を出します。

12. 完了したら、Studio One の停止ボタンをクリックするか、スペースバーを押して録
音を停止します。
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13. StudioLive で、モニターバスのメイン FW リターンボタンを有効にします。

14. Studio One のゼロに戻るボタンをクリックするか、
「,」
（コンマ）キーを押してソン
グの先頭に戻ります。

15. Studio One の再生ボタンをクリックするか、スペースバーを押して録音内容を聴
きます。
手順について詳しくは、Studio One Artist インストール DVD に収録の『Studio One
リファレンスマニュアル』をご参照ください。
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トラブルシューティング
技術的な問題の多くは、汎用コンピューターを DAW（デジタルオーディオワークス
テーション）として使用することと、ワイヤレス機器をネットワーク接続することにより
生じます。PreSonus では、StudioLive ミキサーおよびインターフェース、Universal
Control コントロールパネルソフトウェア、Virtual StudioLive ミキサーコントロールソ
フトウェア、StudioLive Remote、QMix、Studio One に直接関連する問題についての
みサポートを提供しています。
コンピューターハードウェア、iOS ハードウェア、ワイヤレスネットワーク、オペレーティ
ングシステム、PreSonus 以外のハードウェアやソフトウェアについては、サポートを
ご提供いたしかねますのでご了承ください（これらにつきましては各製品のサポート
窓口までお問い合わせください）
。
ソフトウェア情報とアップデート、ファームウェアアップデート、FAQ などのサポート文
書につきましては、弊社ウェブサイト（www.presonus.com）をご覧ください。
オンラインによるテクニカルサポートは、www.presonus.com/support/ContactTechnical-Support にてご利用いただけます。
テクニカルサポートは、
メール techsupport@presonus.com でもご利用いただけます。
PreSonus 電話テクニカルサポートは、米国在住のお客様につきましては、月曜日か
ら金曜日の午前 9 時～午後 5 時（中部標準時）に、1-225-216-7887 までお電話く
ださい。米国外のお客様につきましては、お住まいの国または地域の販売代理店ま
でお問い合わせください。各国の販売代理店の一覧については、www.presonus.
com/buy/international_distributors にてご覧いただけます。
詳細なトラブルシューティングガイドは、support.presonus.com/forums にてご覧い
ただけます。

8.1

Universal Control：ドライバーおよび一般的な接続
StudioLive がコンピューターに接続されない
FireWire ケーブルが StudioLive とコンピューターに正しく接続されていることをご確
認ください。不要な FireWire 機器の接続を解除してください。StudioLive 24.4.2 をご
使用の場合：StudioLive でシステムメニューのページ 3 を開き、リンク ID が「0」に
設定されていることを確認します。
StudioLive が接続されており同期しているが、オーディオを通過させていない
StudioLive のシステムメニューのページ 3：デジタルを開き、リンク ID を切り替えます。
これにより、DSP がソフトブーストされます。
オーディオ再生が途切れる
バッファーサイズがコンピューターのパフォーマンス能力に対して適切な値に設定さ
れているかどうかをご確認ください。ここ最近のコンピューターであれば、バッファー
サイズを 32 または 64 サンプルに設定しておけば、ほとんどの状況でうまく機能し
ます。しかし、大型の CPU オーバーヘッドを必要とするプラグインをロードする場
合や、コンピューターのプロセッサーが古かったり十分な RAM が搭載されていない
場合は、256 以上に設定すると、より多くのプラグインとトラックを追加できるように
なります。
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VSL が起動しない
（Universal Control 起動ウィンドウにデバイスボタンが表示されない）
VSL は、StudioLive が接続されておらず、コンピューターに同期していない場合は起
動しません。FireWire ケーブルがコンピューターと StudioLive の両方に正しく接続さ
れていることをご確認ください。StudioLive のシステムメニューのページ 3: デジタル
を開き、FireWire ステータスがロックされていることをご確認ください。
FX バスでタップテンポが使用できない
そのエフェクトバスにディレイがロードされていることをご確認ください。タップテンポ
ボタンは、リバーブがロードされていると表示されません。
Aux ミックスが Fat Channel 設定のみコピーし、
ミックスをコピーしない（またはその逆）
正しいドラッグハンドルを使用しているかどうかご確認ください。Aux が選択されてい
る際の VSL ウィンドウの一番上のドラッグハンドルは、Fat Channel 設定のみをコピー
します。Aux マスターで選択可能なドラッグハンドルは、Aux ミックスのみをコピーし
ます。
リモートデバイスが使用できなくなった
リモートデバイスがスリープ状態になるか、iOS アプリケーション（SL Remote または
QMix）が閉じられると、デバイスは VSL 設定タブで選択できなくなります。アプリケー
ションが再びアクティブになると、リモートデバイスは選択可能になります。

8.3

StudioLive Remote
チャンネルラベルを編集できない
VSL 設定タブで、デバイスにチャンネルラベルを編集する権限があるかどうかをご確
認ください。
タップテンポが使用できない
そのエフェクトバスにディレイがロードされていることをご確認ください。タップテンポ
ボタンは、リバーブがロードされていると表示されません。
VSL に接続できない
VSL を実行するコンピューターがワイヤレスルーターに接続されていなかったり、
Ethernet ケーブルを使用して別のネットワークに接続されていないことをご確認くだ
さい。VSL は、2 ネットワークへの同時接続に対応していません。

8.4

QMix
チャンネルラベルを編集できない
VSL 設定タブで、デバイスにチャンネルラベルを編集する権限があるかどうかをご確
認ください。
Wheel of Me または Aux ミックスページを開けない
現在のページで方向ロックボタンが有効になっていないことをご確認ください。
Wheel of Me インジケーターに [Me] または [Band] のレベルが表示されない
[BAND] インジケーターには、Aux ページで Aux ミックスが作成されるまでレベルは
表示されません。[ME] インジケーターには、Me Channels ページで少なくとも 1 つの
チャンネルが選択されるまでレベルは表示されません。Auxミックス内のすべてのチャ
ンネルが Me Channels ページで選択されている場合、レベルは [ME] インジケーター
にのみ表示され、[BAND] インジケーターには表示されません。
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アドホックネットワークが使用可能でないのにかかわらず、iPad がこのネットワークを受
け入れることがあります。これが生じると、iPad 画面上のステータスバーに Wi-Fi アイ
コンが表示されますが、SL Remote のデバイスリストに StudioLive は表示されません。
次のように対処してください。
1. iPad のメインメニューの [ 設定 ] アイコンをタップします。
2. [Wi-Fi] ボタンをクリックします。
3. アドホックネットワーク名の前にチェックマークが表示されていることを確認します。
4. アドホックネットワーク名の隣の矢印をクリックします。
5. 正しい IP アドレスは、169.254.xxx.xxx となります。
6. IP がない場合（フィールドが空白の場合）
、StudioLive Remote が接続できない
のはそれが理由です。
7. そのまま 60 秒ほど待機すると、新規 IP（169.254. で始まる数字列）が自動で割
り当てられます。
8. IP に何も表示されない場合、[ 静的 ] を選択してから次を入力します。
IP アドレス：169.254.1.2
サブネットマスク：255.255.255.255
9. アドレス 169.254.1.2 が別のデバイスによりすでに使用されている場合、アドレス
の 1 と 2 の部分を、0 から 255 までの任意の数字と入れ替えてください。
10. 複数のワイヤレスネットワークが存在する会場で StudioLive Remote を使用して
いる場合、別のチャンネル上にネットワークを作成することができます。チャンネ
ル 11 がデフォルトですが、iPad のコンピューターへの接続が干渉されないよう、
別のチャンネルを使用してもかまいません。

8.6

iPhone アドホックネットワークのトラブルシューティング
iPhone がコンピューターとのアドホック Wi-Fi 接続を確立できない場合や、接続が途
切れる問題が生じる場合があります。これは、
ご使用のコンピューターの Wi-Fi モジュー
ルの互換性の問題が原因である場合があります。この場合、コンピューターを再起動
するか、別の Wi-Fi チャンネルを使用することで解決できます。
iPhone とコンピューターで正しい Wi-Fi 接続が確立された場合の DNS IP は、68.28
から始まる数字列となります。このフィールドが空白であったり上記と異なる数字から
始まる場合は、ネットワークに再接続する必要があります。
ネットワークを再接続する最良の方法は、iPhone でネットワークを選択し、[ このネッ
トワーク設定を削除 ] を選択することです。数秒そのまま待機してから、iPhone でそ
のネットワークに再接続します。
Windows のみ：ご使用のコンピューターで作成したアドホックネットワークが iPhone
に表示されない場合、Wi-Fi アダプターが節電モードになっていないかどうかをご確
認ください。
複数の iOS デバイスを使用しており、それらすべてのデバイスでコンピューターのア
ドホックネットワークへの接続状態を維持できない場合、ワイヤレスルーターの購入
をご検討ください。ワイヤレスルーターは、
接続範囲がより広く、
より安定したネットワー
クを生成できます。
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ディナーの時間です！

特別掲載：PreSonus の秘伝レシピ

レッドフィッシュのクーヴィロン
材料：

•• サラダ油 1/4 カップ
•• 薄力粉 1/4 カップ
•• 玉ねぎ 1 個（さいの目切り）

•• にんにく 1 片（みじん切り）
•• ピーマン 1 個（さいの目切り）
•• セロリ 3 本（さいの目切り）

•• トマト 35 グラム（さいの目切り）
•• ビール（ラガー） 小 1 本
•• ローリエ 2 枚

•• タイム 小さじ 1
•• レッドフィッシュ（切り身） 900 グラム

作り方：
•• 厚手の片手鍋または大きめのフライパンに油を入れ中火にかける。薄力粉を大さじ 1 ずつ加えゆっくり炒め、ルーを作る。
ルーをさらに炒め、濃い茶色になるまで炒める。
•• にんにく、玉ねぎ、ピーマン、セロリをルーに加える。
•• 野菜が柔らかくなるまで 3 ～ 5 分炒める。
•• トマト、ローリエ、タイム、レッドフィッシュを加える。さらに数分炒める。

•• ゆっくりとビールを注ぎ、蓋をして沸騰させる。
•• 弱火にし、
レッドフィッシュと野菜に完全に火が通るまで、時折かき混ぜながら蓋をせず 30 ～ 45 分調理する。レッドフィッシュ

を取り出し、一口サイズに切ってから再び鍋に戻す。好みでこしょうまたはホットソースを加え、味を整える。蓋はしないこと。

•• ライスにかけて盛り付ける。

6 ～ 8 人分

レッドフィッシュのクーヴィロンは最も有名なルイジアナ料理というわけではありませんが、米国沿岸でとれる魚
の調理方法として人気です。レッドフィッシュは「レッド」や「レッドドラム」とも呼ばれ、ゲームフィッシュとし
て有名ですが、味もたいへん優れています。
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