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PreSonus Studio One 4をご利用いただきありがとうございます

1.1

はじめに
PreSonus Studio One 4にようこそ！このたびはStudio Oneをご購入いただきありが
とうございました。本製品のご使用を存分にお楽しみいただくためにも、
まずは以
下の情報を最後までお読みいただき、
インストールを正しく完了させてください。

1.2

システム要件
Studio Oneは、幅広い種類のコンピューターで動作します。
ご使用のシステムとの
互換性については、以下の要件をごご確認ください。

macOS®（10.11以降）
最小ハードウェア要件
•

Intel® Core™ 2 Duoプロセッサー

•

4GBのRAM

推奨ハードウェア要件
•

Intel Core i3プロセッサー以上

•

8GB以上のRAM

Windows® 7（x64 with SP1 + プラットフォームアップデート）、Windows 8.1（x64）、Windows 10
最小ハードウェア要件
•

Intel® Core Duo™またはAMD Athlon™ X2プロセッサー

•

4GBのRAM

推奨ハードウェア要件
•

Intel Core 2 DuoまたはAMD Athlon X4以上のプロセッサー

•

8GB以上のRAM

追加要件（システム共通）
•
•

インターネットに接続されたコンピューター（オーソライズとアップデートに
のみ必要）
1366 x 768以上の解像度のモニター（高dpiモニターを推奨）
•

•

1.3

マルチタッチ対応モニター（macOSの場合TUIO対応）
（オプションのタッチ
操作機能に必要）

40GBのハードディスク空き容量（インストール、
コンテンツ、
プロジェクトの録
音用）

バージョン
Studio One 4には、Artistと Professionalの2種類のバージョンが存在しています。す
べてのバージョンに対して単一のインストーラーが使用されており、Studio Oneを
アクティベートするプロダクトキーによって、動作するバージョンが決定されます。
以下では、バージョン間の相違点について説明します。

Studio One Artist
•

オーディオトラックおよびMIDIトラック数無制限、同時録音入力数無制限

•

検索機能およびPreSonusショップへのダイレクトアクセス機能を搭載したコン
テンツブラウザー

•

コンピング、
トランジェント検出および編集、ピッチ補正（Melodyneトライアル
バージョン）などの先進的な編集機能

•

30のNative Effects、4つのバーチャルインストゥルメント
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Studio One Professional

1.4

•

Artistの全機能とコンテンツを搭載

•

統合マスタリングソリューションを提供するプロジェクトページ

•

アレンジャートラックとスクラッチパッド

•

コードトラックと倍音編集

•

Melodyne essentialによるピッチ修正（ライセンス付属）

•

Extended FX ChainsとMulti Instrumentを

•

サードパーティのサンプラーフォーマットに対応（EXS、Giga、Kontakt、Bitwig）

•

ビデオ再生と同期

•

ソングデータのインポート

•

AAFインポート/エクスポート

•

Note FX、Groove Delay、Multiband Dynamics、OpenAIR、Pipeline、IR Makerの
Native Effectsプラグイン

•

サードパーティ製VST/AUプラグイン、ReWire、MP3エンコーディング/デコー
ディングに対応

インストール
Studio Oneのインストール方法は、購入方法により異なります。
小売店でご購入いただいた場合：プロダクトキーが封入されたボックス版の
Studio Oneを購入した場合、キーを登録してStudio Oneをダウンロードし、初回起
動時にアクティベーションを行います。
Shop.PreSonus.comから直接ご購入いただいた場合：http://shop.presonus.comか
ら直接ソフトウェアを購入した場合、Studio Oneインストールのダウンロードが
ユーザーアカウントに追加され、My.PreSonus.comホームページの最近購入した
製品リストに表示されます。
アクティベーションは、製品の初回起動後オンライン
で行われます。
USBフラッシュメモリを直接ご購入いただいた場合：Studio OneをUSBフラッシュ
メモリからインストールする場合（USBフラッシュメモリは追加アクセサリとして
http://shop.presonus.comにて購入可）
、
アクティベーションは初回起動後にプロダ
クトキーを使用してオンラインで行います。

1.4.1

ユーザーアカウントを作成する
Studio OneをPreSonusウェブサイトからご購入いただいた場合、お客様用の
My.PreSonusアカウントはすでに作成されています。My.PreSonusアカウントをお持
ちでない場合、
アカウントを作成する必要があります。
My.PreSonusアカウントは最新バージョンのStudio One 4をダウンロードおよびア
クティベートするのに必要なだけでなく、追加ドキュメンテーションやコンテンツ
ファイル、ユーザーフォーラム、最新のアドバイスや製品ビデオへのアクセス、およ
びテクニカルサポートのチケット作成が簡単に行えます。
ユーザーアカウントを作成するには、http://my.presonus.comを開きます。
このペー
ジで［MyPreSonusアカウントを作成］をクリックしてから、
フォームに記入するか、
Facebook、Google、LinkedInアカウントにMyPreSonusを接続してから
［MyPreSonus
アカウントを作成］
をもう一度クリックして新規アカウントを作成します。
アカウントが作成できたら、PreSonusからアカウントに入力したメールアドレスに
対して確認メールが自動送信されます。
メールに記載されているリンクをクリック
してアカウントをアクティベートします。
これで、Studio Oneをダウンロードしてイン
ストールできます。
アカウント作成から数分経っても確認メールが届かない場合、手動でアカウント
をアクティベートする必要がある場合がありますので、support@presonus.zendesk.
comまでご連絡ください。
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なくても、インターネット
接続のある別のコンピューターを使用して下の「オフラインアクティベーション」セ
クションの説明に従ってStudio Oneをダウンロードおよびアクティベートできます。
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Studio Oneを登録、
ダウンロード、
インストールする
Studio Oneインストーラーをダウンロードするには、http://my.presonus.comから
MyPreSonusアカウントにログインします。
［新規ソフトウェアを登録］ボタンをク
リックして、
［ソフトウェア］
または［拡張］を選択してプロダクトキーを入力します。
Studio OneアップグレードをPreSonusウェブサイトからご購入いただいた場合、
プ
ロダクトキーはメールに記載されています。Studio Oneボックス版をご購入いただ
いた場合、
プロダクトキーはボックスに同梱されています。
Studio Oneの登録が完了すると、
［製品を表示］ボタンをクリックできるようになり
ます。
クリックすると製品詳細が開き、
［Studio Oneをダウンロード］ボタンが表示さ
れます。
これをクリックして、Studio Oneインストーラーをダウンロードします。
ご使
用のオペレーティングシステム用のインストーラーが自動でダウンロードされま
す。Studio Oneをインストールする予定のコンピューターとは別のコンピューター
でインストーラーをダウンロードする必要がある場合（MacでWindows用のインス
トーラーをダウンロードするなど）、
［他のシステムを表示］をクリックして正しいイ
ンストーラーをダウンロードします。
インストーラーがダウンロードできたら、実行
して画面上の指示に従ってください。

1.5

アクティベーション
Studio Oneをお手持ちのコンピューター上で使用するにはアクティベートする必
要があります。
インストールが完了したら、Studio Oneを起動します。使用許諾契約
が表示されます。
［同意する］をクリックして契約に同意すると、PreSonusログイン
ウィンドウが表示されます。

ユーザーアカウントをお持ちの場合、My.PreSonusユーザー名と
パスワードを入力して
［ログイン］を押し、
アカウントにログイン
します。
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アカウントを作成する必要があり、
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、
［MyPreSonusアカウントを作
成］をクリックします。ユーザーアカウント情報を入力して、
［PreSonusアカウントを作成］
をクリックします。

1.5.1

Studio Oneをアクティベートする
ほとんどの場合、Studio OneはMyPreSonusアカウントへの初回ログイン時に自動
アクティベートされます。同一バージョンのStudio Oneライセンスを複数、同一の
MyPreSonusアカウントに登録している場合など、
まれに、
アクティベートするライ
センスを選択する必要がある場合があります。Studio Oneを起動して
［Studio One］
メニューの［Studio Oneアクティベーション］
を開きます。

1.5.2

オンラインでのアクティベーション
Studio Oneがインストールされている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、
［購入したバージョンのStudio
Oneをアクティベート］オプションを選択します。
プロダクトキー
が未入力の場合、
メールに記載（または、ボックス版またはアカ
デミック版Studio Oneのパッケージに同梱）
されているプロダク
トキーをタイプ入力またはコピー&ペーストします。
［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。

1.5.3

オフライン登録とアクティベーション
Studio Oneがインストールされているコンピューターがインター
ネットに接続していない場合、
［Studio Oneアクティベーション］
メニューの［オフラインでアクティベート］
をクリックして、表示さ
れるアクティベーションコードをメモしておきます。USBフラッ
シュメモリ、
プロダクトキー、
アクティベーションコードが必要と
なります。
その後、インターネットに接続している別のコンピューターで
http://my.presonus.comを開き、アカウントにログインします。
［製品を登録］ボタンをクリックして［ソフトウェア］または［拡
張］を選択し、Studio Oneパッケージに記載またはメールで提
供されたプロダクトキーを入力します。
［登録］
をクリックすると、
［ソフトウェア］
リストが表示されます。
先ほど登録した製品を［ソフトウェア］
リストから選択して、次の
ページで［オフラインアクティベーション］をクリックします。
［ソ
フトウェアをアクティベート］
をクリックして、Studio Oneが提供す
るアクティベーションコードを入力します。
コンピューター名を
入力しておくと、5件のアクティベーションを管理しやすくなります。
［オフラインアクティベーション］をもう一度クリックしてから、
［ライセンスをダウ
ンロード］をクリックしてユーザーライセンスファイルをダウンロードします。
この
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ファイルを外部メディア
（フラッシュメモリやCD-Rなど）に保存し、Studio Oneがイ
ンストールされているコンピューターにファイルをコピーします。
Studio Oneで、
［Studio One］>［Studio Oneアクティベーション］
ダイアログをもう一
度開き、
［オンラインでアクティベート］
をクリックしてから
［ライセンスファイルを選
択］をクリックし、ユーザーライセンスファイルをロードしてStudio Oneをアクティ
ベートします。

1.6

コンテンツのインストール
Studio Oneには、数々のオーディオループとインストゥルメントが
付属しています。
これらはサウンドセット、デモソング、チュートリ
アルビデオとしてまとめられています。
インストールできるサウン
ドセットの数は、
インストールされているStudio Oneのバージョン
（ArtistまたはProfessional）により異なります。サウンドセットとデ
モ/チュートリアルをインストールするには、Studio Oneを起動し、
［Studio One］
メニューの［Studio Oneインストール］
を開きます。
［インストール元］
メニューでは、選択されているすべてのコンテ
ンツをPreSonusアカウントからダウンロードするよう選択したり、
ファイルシステム
（または指定のUSBメモリ）内のダウンロード済
みコンテンツを開いたりできます。後でコンテンツをインストー
ルしたい場合、
［Studio One］>［Studio Oneインストール］
ウィンド
ウからいつでも行えます。
デフォルトでは、
ご使用のバージョンのStudio Oneに付属の基本
パッケージすべてがインストール用に選択されています（推奨インストール）。
［イ
ンストール先］にコンピューター上の任意のロケーションを設定したら、
［インス
トール］
をクリックします。
インストールが完了すると、
ソングページにあるブラウザーに、インストールされ
たコンテンツすべてが表示されます。
デモとチュートリアルは、
スタートページから
選択できます。
インストゥルメントプリセットは、
ブラウザーの［インストゥルメント］
タブの関連するインストゥルメント、および、
プラグインウィンドウのプリセットブラ
ウザー内にリストされます。

1.6.1

アドオンコンテンツをインストールする
http://Shop.PreSonus.com でStudio Oneと一緒にまたは後日アドオンとして購入し
た追加コンテンツをインストールする必要がある場合、Studio Oneインストール
ウィンドウで［購入済みアイテム］
とリストされたコンテンツを選択します。
または、
http://my.presonus.comアカウントからコンテンツをダウンロードします。
コンテン
ツをデフォルトのユーザーロケーションにインストールするには、
コンテンツをダ
ブルクリックするか、Studio Oneウィンドウにドラッグします。
サウンドセットコンテンツを別のロケーションに格納したい場合、そのロケーショ
ンに格納してから、
［Studio One］>［オプション］>［ロケーション］
（macOS：
［環境設
定］>［オプション］>［ロケーション］
）にそのロケーションを追加します。
ここでは、サ
ウンドセット、インストゥルメント、サードパーティ製プラグインに新規ロケーショ
ンを追加できます。

1.7

Melodyne
PreSonusはCelemonyとパートナー提携し、
グラミー賞に輝いた秀逸のタイミング/
ピッチ補正およびマニピュレーションツールであり、Studio Oneにタイトに統合す
るMelodyneをユーザーに提供します。Studio One Artistには、Melodyneのトライア
ル版が付属しています。Studio One Professionalには、Melodyne essentialライセン
スが付属しています。

1.7.1

Melodyneをインストールする
Studio Oneで、
［Studio One］>［Studio Oneインストール］
を開きます。
アクティベート
されているStudio Oneのバージョンに応じて、次のいずれかが表示されます。
•

Celemony Melodyne Trial（Artist）

•

Celemony Melodyne Essential（Professional）

リストされているMelodyneのバージョンの横のボックスにチェックマークを入れて
選択します。
［インストール］
をクリックして、Melodyneをインストールおよびオーソ
ライズします。
5

2
2.1

デバイス設定
オーディオデバイスを設定する

2

デバイス設定

2.1

オーディオデバイスを設定する

Studio One 4
クイックスタートガイド

Studio Oneは、コンピューターにインストールされているデバイスのリストか
ら、オーディオの入力と出力に使用するオーディオデバイスを自動選択します。
PreSonusインターフェースをご使用なら、そのインターフェースが自動選択されま
す。
別のデバイスを選択するには、
［Studio One］>［オプション］>［オーディオ設定］
（macOS：
［環境設定］>［オプション］>［オーディオ設定］）を選択するか、Studio
Oneスタートページの［設定］
で［オーディオデバイスを設定］
をクリックします。
以下の手順に従って、Studio Oneで使用するオーディオデバイスを設定します。
1. ［Studio One］>［オプション］>［オーディオ設定］
（macOS：
［環境設定］>［オプ
ション］>［オーディオ設定］）の［オーディオデバイス］
ドロップダウンメニュー
からデバイスを選択します。
2. 一部のデバイスでは設定オプションを選択できます。接続されているデバイス
にこのようなコントロールがある場合、デバイス選択ドロップダウンメニュー
横の［コントロールパネル］ボタンをクリックして、デバイスのコントロールパ
ネル内で変更できます。
ご使用のデバイスにこのようなオプションがない場合、
［コントロールパネル］ボタンは灰色表示になります。
3. 必要に応じて［デバイスブロックサイズ］を設定します（Windowsでは［内部
デバイスブロックサイズ］
も）。設定値が低いとレイテンシーが最小限になり、
トラッキング時に便利です。設定値が高いとレイテンシーが上がりますが、エ
フェクトとインストゥルメントプラグインの処理パワーが向上します。
•

macOS：
［デバイスブロックサイズ］はオーディオデバイスのバッファーサ
イズで、オーディオデバイスの性能に直接影響を与えます。
［デバイスブ
ロックサイズ］は、
フェーダーを左右に動かすことで増減できます。適切な
設定値は、Studio Oneの用途により異なります。

•

Windows：
［ロック］チェックボックスをオンにすることで［内部ブロックサ
イズ］
を
［デバイスブロックサイズ］に固定できます（デフォルトではこの設
定）。
［内部ブロックサイズ］はソフトウェアのバッファーサイズで、
ご使用
のコンピューターシステムとStudio Oneの性能に直接影響を与えます。
ロックが解除されている場合、
［内部ブロックサイズ］をドロップダウンメ
ニューから選択できます。設定するべき値が分からない場合は、
［内部ブ
ロックサイズ］
を
［デバイスブロックサイズ］にロックしておきます。
Universal Audio UADハードウェアなどのDSPエフェクトおよびバーチャル
インストゥルメントでは、正常に動作させるにはご使用のオーディオデバ
イスの［内部ブロックサイズ］にロックさせる必要があります。

4. デフォルトでは、Studio Oneの処理精度は［シングル（32ビット浮動小数点）
］に
設定されています。Studio One Professionalでは、
［処理精度］
ドロップダウンメ
ニューから
［ダブル（64ビット浮動小数点）
］
を選択することもできます。
5. ご使用のコンピューターに複数のプロセッサーまたはプロセッシングコアが
搭載されている場合、デフォルトでは［マルチプロセッシングを有効化］チェッ
クボックスがオンになります。パフォーマンスに問題が生じるのでない限り、
こ
のデフォルト設定から変更しないことをおすすめします。
6. 前述の設定が選択されている場合、
ご使用のシステムの現在の入出力レーテ
ンシーの総計、サンプルレート、ビット深度が［オーディオ設定］
メニューに表
示されます。
オーディオデバイスとI/O設定について詳しくは、Studio Oneの［ヘルプ］
メニューの
リファレンスマニュアルをご参照ください。
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デバイス設定
MIDIキーボードを設定する

Studio One 4
クイックスタートガイド

MIDIキーボードを設定する
MIDIキーボードコントローラーはハードウェアMIDI機器で、他のMIDI機器、バー
チャルインストゥルメント、
ソフトウェアパラメーターの再生とコントロールに使
用されます。Studio Oneでは、MIDIキーボードコントローラーを「キーボード」
と呼
びます。キーボードを使って演奏を録音する前に、Studio OneでMIDIキーボードコ
ントローラーを設定しておく必要があります。設定が完了すれば、いつでもStudio
Oneで使用できるようになります。
キーボードを設定するには、
［Studio One］>［オプション］>［外部デバイス］
（macOS：
［環境設定］>［オプション］>［外部デバイス］
）
を開くか、Studio Oneスタートページ
の［設定］
で［外部デバイスを設定］
をクリックして次の手順に従います。
1. ［外部デバイス］セクションで、
［追加］ボタンをクリックします。
2. あらかじめ定義されているデバイスリストの中からご使用のデバイスを選
択するか、
リストにご使用のデバイスがない場合［新規キーボード］に設定
します。
［新規キーボード］に設定した場合、
［製造元］
と
［デバイス名］フィールドに
それぞれ情報を入力します。
これで、
ご使用のキーボードを識別しやすくな
ります。
3. 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。デフォルト
では、すべてのMIDIチャンネルが選択されます。
どのMIDIチャンネルを使用するべきか分からない場合は、
デフォルト設定にし
ておきます。
4. キーボードから各MIDIチャンネルに対して別個のインストゥルメントトラック
入力を作成したい場合、
［チャンネルを分割］
をオンにします。
5. キーボードの送信先と受信元となるデバイスを指定します。
［受信元］
と
［送信
先］のドロップダウンメニューで、
デバイスのドライバー名を選択します。
6. このキーボードをデフォルトのバーチャルインストゥルメント入力として使用
する場合、
［デフォルトのインストゥルメント入力］チェックボックスをオンにし
ます。Studio Oneで1つのキーボードしか使用しない場合、
このチェックボック
スをオンにする必要があります。
7. これで、キーボードをStudio Oneで使用する準備ができました。
MIDIデバイス設定について詳しくは、Studio Oneの［ヘルプ］
メニューのリファレン
スマニュアルをご参照ください。
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便利なヒント
インフォビュー

3

便利なヒント

3.1

インフォビュー
インフォビューパネルは、
ソングページまたはプロジェクトページの一番上のツー
ルバーにあるクエスチョンマークのアイコンをクリックすると開きます。インフォ
ビューパネルには、選択されているマウスツールで実行可能な操作と、修飾キー
に関連する操作が表示されます。Studio Oneインターフェースと付属のプラグイン
のコントロールの情報も、各コントロール上にマウスポインターを重ねるとイン
フォビューに表示されます。キーボードのF1を押すと、インフォビューからStudio
Oneリファレンスマニュアルの該当セクションに直接移動できます。

3.2

リファレンスマニュアル
Studio OneリファレンスマニュアルはStudio Oneに完全統合されており、
［ヘルプ］
メニューから
（Studio Oneリファレンスマニュアル）
またはキーボードのF1を押し
てアクセスできます。
目次はヘルプウィンドウの左列に表示されます。
さらに、総索
引、テキスト内の相互参照リンク、便利な検索オプションもあります。英語版リファ
レンスマニュアルはデフォルトでインストールされていますが、他言語バージョン
はMyPreSonusアカウントからダウンロードすることができます。

3.3

別システムから移行するユーザーのためのキーコマンド
別のDAWからStudio Oneへ移行した場合、キーコマンドセットを切り替えると便利
です。
［Studio One］>［オプション］>［キーボードショートカット］
（macOS：
［環境設定］>
［オプション］>［キーボードショートカット］）の［キーボードマッピングスキーム］
から変更できます。
ここでは、Pro Tools®、Cubase、Logic®など複数のDAWのキーボー
ドマップから選択できます。マップを選択すると、
そのDAWの一般的なキーコマン
ドが自動認識され、適用されます。キーコマンドはワークフローに合わせてカスタ
マイズできます。
各DAWに使用されているキーコマンドは、
［キーコマンド］
メニューから確認した
り、
さまざまなファイルフォーマットでエクスポートして別アプリケーション上で確
認できます。

3.4

その他のヘルプおよび他のStudio Oneユーザーとつながる方法
Studio One 4では、
［ヘルプ］
とリファレンスマニュアルはどちらもコンテキストに応
じて情報を提供し、ほとんどの場合疑問点を解決してくれるはずです。
さらなる情
報が必要な場合：
1. オンラインナレッジベースをご参照ください：
http://support.presonus.com/forums
2. PreSonusフォーラムで他のユーザーに質問してみましょう：
https://forums.presonus.com フォーラムは、他のStudio Oneユーザーとつなが
りを持つのに最適なロケーションです。
3. ナレッジベースのリンクやMyPreSonusアカウントからサポートチケットを申請
することもできます。
Studio Oneをどうぞお楽しみください。
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ディナーの時間です！

特別掲載：PreSonusの秘伝レシピ
ソーセージと赤キャベツのポーボーイ
材料：

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

たまねぎ 小1個
しょうが（生） 大さじ3
赤キャベツ 小1個
塩 小さじ1
はちみつ 大さじ3
赤ワイン酢 1/4カップ
アンドゥイユソーセージまたはブラートヴルストソーセージ 340グラム
（縦に切る）
ムンステールチーズ 115グラム
クレオールマスタードまたはジャーマンマスタード 適量
バゲット 1本

作り方：
1.
2.
3.
4.

大きめのフライパンにサラダ油大さじ2を熱する。たまねぎとしょうがを加えてたまねぎがしんなりするまで3分ほど炒
める。キャベツ、酢、はちみつを加えて5分ほど炒める。塩を適量加えて火から下ろす。
フライパンに油を熱する。切り口を下にしてソーセージを入れ、焦げ目がつくまで焼く。返して火が通るまで5分ほど
焼く。
バゲットの中央に切り目を入れて半分にし、バゲットの下側にキャベツを敷き詰めてからソーセージを置き、
その上に
チーズを載せる。
トースターまたはオーブンでチーズが溶けてバゲットがかりっとするまで焼く。
バゲットの上側の切り目にマスタードを塗る。マスタードを塗ったバゲットをトーストしたバゲットに乗せてから、2〜3
つに切る。

ヒント：キャベツは肉料理、卵、サンドウィッチの付け合わせとしても美味。
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