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イントロダクション

Rotor はロータリースピーカーをシミュレートした Propellerhead の Rack Extension です。ロータリースピカーは主にビブラート / ト
レモロ /コーラスのようなエフェクトをトーンホイールオルガンに加えるために使われますが、もちろん他の楽器やサウンドにも効果
的です。

典型的なロータリースピーカーのキャビネットには、ベーススピーカーが下向きに固定されており、その下にドラム型のローターが取
り付けられています。さらにそのドラムとは逆方向に回転するトレブルホーンが付いています。ドラムとホーンは別々のモーターで回
転し、回転速度はスロー（コーラス）とファースト（トレモロ）のふたつがあります。またドラムとホーンの回転を完全に停止するこ
ともできます。

Rotor では、オリジナルのハードウェアの特徴的な機能をすべて再現したうえ、さらにサウンドに手を加えられるように新しい機能を
追加しました。

Rotor の使用
パッチの読み込みと保存

パッチの読み込みと保存は、他の内蔵 REASON/Reason Essentials デバイスと同様の方法で行えます。詳しくは REASON/Reason 
Essentials ユーザーマニュアル PDF の「サウンドとパッチ」の章をご参照ください。

オーバードライブ設定

オーバードライブ・エフェクトはサウンドに倍音やディストーションを加えます。ディストーションのタイプは以下から選択できま
す：

･ Crunch（クランチ）
豊かな高次倍音が特徴的な高エネルギーのディストーション。

･ Smooth（スムーズ）
緩やかでスムーズなディストーション。
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Drive（ドライブ）
D オーバードライブの量を設定します。

Crunch/Smooth（クランチ / スムーズ）
D オーバードライブのタイプを選択します。

X-Over Freq（クロスオーバー周波数）

D ベーススピーカーとホーンそれぞれへ送る信号を分ける周波数を設定します。

･ デフォルト値（12 時）ではレスリー 122 ロータリースピーカーのクロスオーバー周波数をシミュレートします。

･ 12 時を越すと、より多くの信号成分がベーススピーカーに送られます。

･ 12 時未満では、より多くの信号成分がホーンに送られます。

Accelerate Trim（加速度トリム）

D ドラムとホーンの加速 / 減速時間を設定します。
デフォルト値（12 時）ではレスリー 122 ロータリースピーカーの加速 /減速時間をシミュレートします。

Slow/Fast/Stop（スロー / ファースト /ストップ）

D 回転速度をスローかファーストに切り替えます。
”Stop”（ストップ）ランプは、ホーンの回転速度を示します（ドラムもほぼ同速度で回転します）。

D スローの回転速度はスロー用の ”Trim”（トリム）で設定できます。
デフォルト値（12 時）ではレスリー 122 ロータリースピーカーのスロー速度をシミュレートします。

D ファーストの回転速度はファースト用の ”Trim”（トリム）で設定できます。
デフォルト値（12 時）ではレスリー 122 ロータリースピーカーのファースト速度をシミュレートします。

･ 速度を切り替えると、ドラムとホーンは設定された加速時間で加速 / 減速します（「Accelerate Trim（加速度トリム）」参照）。

D 回転を停止するには ”Stop” ランプをクリックします。
オリジナルのハードウェア同様、ドラムとホーンは毎回異なる位置で停止します。そのため、回転を停止するたびに若干異なるサ
ウンドが得られます。

･ ストップ機能を解除すると、設定された加速時間で、現在選択されている回転速度（スローまたはファースト）まで加速します。
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Doppler（ドップラー）

D ドラムとホーンの長さを設定します。
デフォルト値（12 時）ではレスリー 122 ロータリースピーカーのドラムとホーンの長さをシミュレートします。

･ ”Doppler” 値を上げると、ホーンとドラムが長くなります。
最大値では、ホーンの長さはレスリー 122 ハードウェアのものの 2倍になります。

Blend（ブレンド）

D ドラムのマイクと、ホーンのステレオマイクの音量バランスを設定します。
デフォルト値（12 時）ではベーススピーカーとホーンは同量になります。

･ 低い値ではホーンに対するベーススピーカーの比率が上がります。

Mic Distance（マイク距離）

D ロータリースピーカーのキャビネットからマイクへの距離を設定します。

キャビネットに対するマイクの位置（上から見た図）

低い値（近接マイク）ではステレオ回転効果が際立って聞こえます。高い値（遠い）ではステレオ効果はより小さくなります。

Dry/Wet（ドライ / ウェット）

D ロータリースピーカーを通した信号（ウェット）と、未処理信号（ドライ）の比率を設定します。

Distance
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Volume（ボリューム）

D 全体的な出力ボリュームを設定します。

接続
! 注：CV接続は Rotor パッチには保存されません。

Mod Input（モジュレーション入力）
これらコントロールボルテージ（CV）入力とそれぞれのトリムノブは、次の Rotor パラメーターをモジュレートできます：

･ Speed（回転速度）
バイポーラー CV信号を接続することで、スローとファースト・パラメーターをモジュレートできます。正値の CV入力信号ではス
ローとファーストの速度が速くなり、負値では遅くなります。このモジュレーション入力を使うことで、フロントパネルで設定可
能な回転速度の範囲を超過することができます。

･ Drive（ドライブ）
バイポーラー CV信号を接続することでドライブ・パラメーターをモジュレートできます。正値の信号ではドライブの量が増し、負
値の信号では減ります。高い値の CV信号を使うことで、フロントパネルの通常設定範囲を超過することができます。

･ Dry/Wet（ドライ /ウェット）
バイポーラー CV信号を接続することでドライ /ウェット・パラメーターをモジュレートできます。モジュレーションがゼロのと
き、フロントパネルの ”Dry/Wet” ノブの設定値が適用されます。

･ Doppler（ドップラー）
バイポーラー CV信号を接続することでドップラー・パラメーターをモジュレートできます。正値の信号ではドップラー量が増し、
負値の信号では減ります。モジュレーションがゼロのとき、フロントパネルの ”Doppler” ノブの設定値が適用されます。

･ Volume（ボリューム）
正値のユニポーラー CV信号でボリューム・パラメーターをモジュレートできます。モジュレーションがゼロのとき、ボリュームも
ゼロになります。最大モジュレーションでは、フロントパネルの ”Volume” ノブの設定値が適用されます。

･ Slow/Fast Gate（スロー / ファースト・ゲート）
値が 0より大きい CV 信号で、フロントパネルのスロー /ファースト切り替えスイッチが ”Fast”（ファースト）に切り替わります。
反対に 0以下の CV信号では ”Slow”（スロー）に切り替わります。

! フロントパネルのスロー /ファースト・スイッチの位置に関わらず、スロー /ファースト・ゲート CV入力が適用されます。
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Mod Output（モジュレーション出力）
･ Horn Rotation（ホーン回転）
現在のホーンの回転速度に相当するバイポーラーのサイン波 CV信号が送出されます。例えばこの信号で、外部デバイスの機能を
ホーン回転速度に同期できます。

q 例：この CV出力でシンセサイザーのフィルターカットオフをモジュレートすると同時に、緩やかな LFO CV 信号でスロー/ファース
ト・ゲート CV入力（「Slow/Fast Gate（スロー / ファースト・ゲート）」参照）をモジュレートしてみてください。Rotor の加速・
減速はホーンの回転速度を変調し、これによってシンセのフィルターカットオフが面白い動きでモジュレートされます。

Audio Input（オーディオ入力）
D オーディオ信号を接続します。
信号がモノの場合、左側のみを接続します。

Audio Output（オーディオ出力）
ステレオのオーディオ出力です。

･ 左入力だけを接続したモノ信号を処理した場合でも、両方のオーディオ出力を接続すればステレオ出力信号が得られます。

q もしモノ信号のほうがミックスに適していると思われる場合、右側のオーディオ出力を外すか、メインミキサーのチャンネルスト
リップのフェーダーセクションで ”Width” ノブをゼロに設定してください。

Rotor Position Input（向き入力）
ドラムとホーンのそれぞれの位置（向き）を制御する２つの CVモジュレーション入力が備わっています。これらはバイポーラー CV
信号を受け付けます。値が 0のとき、ドラム /ホーンはキャビネットの正面を向きます。

q 等速で回転する効果を得るには、最大値から最小値を行き来するバイポーラーのノコギリ波を使用します。

! これらの入力端子に信号を接続すると、フロントパネルの ”Slow/Fast/Stop” と各 ”Trim” パラメーターは、該当するスピーカー
（ドラムまたはホーン）で無効になります。
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