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Cubase 4/Nuendo 4 と AlphaTrack 
 
 
本書は既に AlphaTrack ドライバをインストールしたことを前提にしています。もしまだの場合は
AlphaTrack ユーザーガイド、またはクイックスタートガイドのインストール手順をご参照ください。また
AlphaTrack v1.1Mac OS X とWindows のドラバーと Cubase4、Cubase Studio4、または Nuendo4
以上の使用について記述されています。Cubase SX3.02、またはNuendo3.02 での使用も可能ですが一部
の機能が本書と異なる場合があります。AlphaTrack v1.0.0.2 プラグインはSteinberg のコントローラー
SDK（Software Development Kit）を用いてコントローラーを Cubase インターフェースのボタン、つま
み、フェーダーにマッピングしています。次のセクションは Cubase/Nuendo プラグインで AlphaTrack を
使用するためのインストールと使用方法について記述しています。 
 
最新のアップデートは www.frontierdesign.com のダウンロードページにございます。 
 
！注：このプラグインは Cubase/Nuendo バージョン３未満では作動しません。 
 
！注：本書で「Cubase」と記述されている事項は Cubase SX と Nuendo 両方に適用します。  
 

設定 
 
Mac OSX ユーザー：AlphaTrack CD-ROMの「Cubase-Nuendo」フォルダ内のファイル
「AlphaTrackCN.bundle」へナビゲートします。Cubase アプリケーションアイコンを CTRL+クリックし
メニューから「パッケージの内容を表示」を選択します。「Contents」フォルダを開き
AlphaTrackCN.bundle ファイルを「Components」フォルダにコピーします。 
 
Windowsユーザー：AlphaTrack Windowsドライバインストール中にCubaseまたはNuendoプラグイン
オプションを選択します。AlphaTrackCN.dllが次のフォルダにインストールされます： 
C:\Program Files\Steinberg\Cubase（またはNuendo）\Components 
もしコンピューターにCubaseが複数バージョンインストールされている場合は正しいバージョンを選択して
ください。 
また AlphaTrackCN.dll ファイルを複数の Cubase バージョンにインストールすることも可能です。 
 
Cubase 起動前にまず AlphaTrack コントロールモードを「Native」に切り替えます（Windows では
AlphaTrack タスクバーアイコンを右クリック；Mac では AlphaTrack ステータスバーアイコンをクリッ
ク）。これにより AlphaTrack は Cubase プラグインとの使用に適切な MIDI メッセージを送受信するよう
設定されます。コントロールモードに関する詳細情報については AlphaTrack ユーザーガイドをご参照くだ
さい。 
 
Cubase を起動し「Devices/Device Setup...」ウィンドウを開きます。「＋」ボタンをクリックし Add 
Hardware リストにアクセスし「Frontier AlphaTrack」を選択します。 「MIDI Input」と「MIDI 
Output」欄ともに「AlphaTrack」を選択します。  
 
この欄の下の部分でユーザー設定可能な機能を設定します。AlphaTrack は８つのユーザー設定可能ボタンの
組み合わせとフットスイッチ機能が設定可能です。詳細については本書後述をご参照ください。「OK」をク
リックしデバイス設定ウィンドウを閉じます。 
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！注：ご使用になるコンピューターの設定によって Cubase は MIDI ポートを「（メミュレート済み）」と表
示します。これによる使用上の問題がある場合、また Cubase MIDI ポート フィルタリングに関する詳しい
情報については： 
 

http://knowledgebase.steinberg.de/95_1.htmlにアクセスください。 

操作 
 
AlphaTrack には 100mmタッチセンス モーターフェーダー、３本のタッチセンス エンコーダー、５個のモ
ード選択ボタン、８個の多機能ボタン、チャンネル用のバックライト付き Rec、Solo、Mute ボタン、５ボ
タントランスポート、Shift キー、タッチセンス スクロールストリップ、そして 32 文字 LCD ディスプレイ
が備わっています。その他 17 個の LED インジケーターが配置されています。シルクスクリーンのラベルで
多くのボタンの基本機能が一目でわかります。背面のUSB端子のとなりにはスタンダードな一時的フットス
イッチ用の 1/4"端子が装備されています。 
 
再生ボタンを押すと画面上のボタンをクリックした際と同じようにセッションの再生が始まります。他のコン
トローラーも相当する画面上のコントローラーと同等の動作となります。AlphaTrack は多くの最新機能を備
えていますが、操作自体は簡単に行えるよう設計されています。 
 

一般  

エンコーダー、モードボタンと LCD  
Cubase セッションを開くと AlphaTrack の LCD ディスプレイに最大３つのパラメーターが表示されます
（タッチセンス エンコーダーにつき１つ）。表示されるパラメーターはエンコーダー下にある５個のモード
ボタンのどれが選択されているかによります。Cubase 起動後、通常はデフォルトで PANが選択され、トラ
ック名、マーカーとパン値が表示されます。エンコーダーまたはフェーダーに触れるとディスプレイは瞬時に
そのパラメーターに関するさらなる情報を表示します。エンコーダーを回す、または押すことで調整や変更を
行います。エンコーダーを放すとディスプレイは前の表示に戻ります。このようなエンコーダー、モードボタ
ン、そして LCD の連携こそが AlphaTrack の中核的な特徴と言えます。エンコーダーモードの詳細は下に記
述されています。さらにいくつかのエンコーダーは F1/F2ボタンとの併用により複数ページのパラメーター
のナビゲーションが可能です。 
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SHIFT （シフト） 
SHIFT ボタンにより各ボタンは複数の機能を持つことができるため AlphaTrack による Cubase 制御の範囲
が広がります。ボタンの二次機能を使用するにはSHIFT を押さえながら任意のボタンを押します。また
SHIFT はラッチモードでの使用が可能で、片手でも二次機能にアクセスできます。SHIFT キーを単独で押す
とSHIFT LED が点滅しシフト有効となります。この状態ではSHIFT キーを押さえなくとも二次機能にアク
セスできます。シフトを解除するには再度SHIFT ボタンを押します。 

機能ボタン 
８個のファンクションボタンと LED は AlphaTrack の中央部に配置されています。これらのボタンにはそれ
ぞれシフト時の二次機能がアサインされています。下列は Track Down、Track Up、LOOPと FLIPです。
これらのボタンはSHIFT 有効時には INへ移動、OUT へ移動、Auto-Punch と「チャンネルエディタを開
く」になります。最後の２機能は Device Setup パネルにて任意の機能に再アサインすることができます。最
後のWindow 機能はコンピューター画面でミックスと編集ウィンドウの切り替えを行います。上列は F1 - 
F4で、SHIFT 有効時には F5 - F8 となります。F1 と F2 意外は全て Device Setup パネルにて任意機能にア
サイン可能です。Device Setup メニューの全てのコマンドから選択できます。本書には機能アサインの詳細
が記述されています。 

トランスポート 
下部のスクロールストリップの上にスタンダードな５ボタントランスポート部があります。巻き戻し、早送り、
停止、再生、録音などの基本操作の他に SHIFT キーと使うことにより RTZ（ゼロへ戻る）、END（へ移動）、
オートメーション Read/Write トグルとなります。詳しくは下記の表をご参照ください。. 

タッチストリップ 
AlphaTrack の最下部にはタッチストリップという革新的な機能が備わっています。リボンコントローラーと
も似たタッチセンス ストリップはいくつかの方法で使用できます。 
 
 
ストリップ上を１本の指を左右に動かすとセッションは同方向にジョグします。指を２本使うとシャトルホイ
ールのように動作します。この際指の位置によって移動速度が加減されます。タッチストリップの端に触れる
と一番近いマーカーへ移動します（左端なら左方向、右端なら右方向へ、）。繰り返し端に触れるとその方向
へマーカーからマーカーへ移動します。 
 
タッチストリップでオーディオスクラブを有効にするには、SHIFT キーを押さえるかロックします。 

フェーダーセクション 
高精度 100mmモータライズフェーダーはタッチセンス付きでスムーズな操作とオートメーションレコーデ
ィングを可能にします。また選択されたトラックのソロ、ミュート、録音設定のための発光型ボタン、さらに
オートメーションモードとソロトラックの有無を示す LED が備わっています。エンコーダーと同様、フェー
ダーとボタン類は現在選択されているトラックまたはバスを制御します（トラック選択は AlphaTrack とマ
ウスいずれかで行えます）。 
 
 

AlphaTrack ボタンとエンコーダー機能 
 
 
次の表は各ボタンの通常／２次機能とエンコーダーモードを示します。また AlphaTrack CD-ROMにある
「Cubase-Nuendo_Layout.pdf」で Cubase 使用時の AlphaTrack 機能を素早く確認できます。いつでも
参照できるよう、このドキュメントをプリントすることをお薦めします。 
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AlphaTrack ボタン 
 
名称   通常機能  SHIFT＋機能  
REW 巻き戻し ゼロへ戻る 
FFWD 早回し 終わりへ移動 
STOP 停止 ローカル設定アクセス 
PLAY 再生 オートメーション Readトグル 
RECORD 録音 オートメーションWrite トグル 
   

TRACK ◄ １トラック左/上へ移動 In へ移動 
TRACK ► １トラック右/下へ移動 Out へ移動 
LOOP ループモードトグル デフォルトでパンチトグル（ユーザー定

義可） 
FLIP フェーダーと選択したエンコーダーを入

れ替え 
デフォルトでChannel Editor を開く
（ユーザー定義可） 

   

F1 下のパラメーターページへ ユーザー定義 
F2 上のパラメーターページへ ユーザー定義 
F3 ユーザー定義 ユーザー定義 
F4 デフォルトで取り消し 

（ユーザー定義可） 
デフォルトで取り消し 
（ユーザー定義可） 

   

REC レコードアームOn/Off 未使用 
SOLO トラックソロOn/Off トグル 全ソロ解除 
MUTE トラックミュートOn/Off トグル 全ミュート解除 
   

FOOTSWITCH ユーザー定義  

   
  
 
エンコーダーモード  
 

 エンコーダー１  エンコーダー2  エンコーダー3  
PAN トラック選択 マーカー追加（押す）/選択（回

す） 
パンニング（回す） 
入力モニター（押す） 

（全モード）
SHIFT 

トラック選択 チャンネルタイプ選択 フェーダーモーターOn/Off 

SEND センドレベル センドOn/Off センドプリ/ポスト 
 （センド選択は
F1/F2 使用） 

（いずれのエンコーダーを押して
全センドOn/Off） 

 

EQ ゲイン 周波数 Q 
 （バンド選択は
F1/F2 使用） 

（いずれのエンコーダーを押して
EQ全体をOn/Off） 

 

Plugin インサートスロット
選択 

インサートOn/Off インサートエフェクト選択 

 （パラメーターバン
クの切り替えは
F1/F2 使用） 

（PLUG-IN モードボタンを押して
ページ１に戻る） 

 

AUTO 回して全 Read 
On/Off、押して全
Write On/Off 

チャンネル Read On/Off チャンネルWrite On/Off 
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ページ 
 
SEND、EQ、と特に PLUG-IN モードは３本のエンコーダーには収まらない数のパラメーターを有すること
があります。解決策として F1 と F2 ボタンで複数のパラメーターページにアクセスできるようにしました。
例えばSEND と EQモードでは F1/F2を使って編集するセンドまたは EQバンドを選択します。PLUG-IN
モード有効時には最初のページにインサート選択、On/Off、そしてインサートエフェクトパラメーターを
制御できます。続くページでは選択したエフェクトの全パラメーターにアクセスできます。再度 PLUG-IN
モードボタンを押すと最初のページに戻るので別のインサートスロットやエフェクトを簡単に選択できます。 
 
FLIP 
 
FLIPボタンを使うとフェーダーのレベルコントロールとエンコーダーのパラメーターを入れ替えることが
できます。このモードでは通常エンコーダーにアサインされているパラメーターを高精度フェーダーで制御
可能となります。同時にチャンネルレベルはエンコーダーに一時的にアサインされます。EQと PLUG-IN
モードではどのエンコーダーが FLIPされるか選択でき、この機能をさらに柔軟なものにします。アサイン
を入れ替えるには FLIPボタンを押さえながら任意のエンコーダーに触れます。触れたエンコーダーの機能
が入れ替わったことを示すためにディスプレイに「Volume」と表示され、それまでエンコーダーにアサイ
ンされていたパラメーターはフェーダーで制御できるようになります。PAN と SEND モードはパンニング
とセンドレベルのみ FLIP可能です。 
 
注：エンコーダーが FLIPにアサインされていても FLIPモードボタンが有効化されていない（LED 消灯）
間はパラメーターの入れ替えは実行されません。 
 
Channel View Sets の選択 
 
Cubase には特定のタイプのトラックまたはバスだけを画面に表示、アクセスする機能が備わっています。
ユーザーはさらに様々な表示設定をプリセットとして定義、保存できます。AlphaTrack かも定義済みのチ
ャンネルビューのセット、さらに最初の１０のユーザープリセットを選択できます。この機能により大きな
プロジェクト内の移動が容易になります。 
 
SHIFT を押し、右エンコーダーを使ってリストから AlphaTrack で制御するチャンネルタイプを選択しま
す。チャンネルタイプはこの順番に表示されます。また AlphaTrack のデフォルトは「All」チャンネルビ
ューセットです。選択を変更すると新しい表示チャンネルタイプがディスプレイ左下に一時的に表示されま
す。 
 
"Audio" show audio channels only 
"MIDI" show MIDI channels only 
"Groups" show group channels only 
"FX-Ret" show FX return channels only 
"Instr" show instrument channels only (VSTi and ReWire) 
"All" show all channels (excluding Input and Output channels) 
"Input" show input channels only 
"Output" show output channels only 
"Preset 1" show user preset 1 
… 
"Preset 10" show user 
 preset 10 
 
！注：Cubase 通常操作通り最初の８（スタンダード）チャンネルタイプを選択してもコンピューター画
面表示は変化しません。しかしプリセット１から１０を選択（AlphaTrack またはコンピューターから選
択）するとコンピューター画面上の表示が変更されます。スタンダードチャンネルタイプ表示に戻るとコン
ピューター画面はプリセット１で選択されたチャンネルタイプのみを表示します。この際コンピューターか
ら表示を手動で変更する必要があります。そのためプリセット１は通常作業に必要なチャンネルタイプを含
めた設定で保存することを推奨します。 
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！注：現在入出力の制御は設定済みの「Input」と「Output」設定でのみ可能です。Cubase の現行仕様
でこれらの設定はユーザープリセットでは表示されますが AlphaTrack からアクセスすることはできませ
ん。 

ユーザー定義ボタン 
 
フットスイッチ機能と８つのボタンコンビネーションは Cubase の「Devices/Device Setup...」ウィンド
ウにてユーザー定義が可能です。非常に多くの機能を選択できるため、AlphaTrack を様々なニーズに対応
できます。Devices/Device Setup パネルを開きリストから Frontier AlphaTrack を選択します。パネル
の右側にはユーザー定義可能なボタンコンビネーションがリストに示されています。機能を選択するには任
意の欄をクリックします。まずはカテゴリ、次に任意のコマンドを選択します。アサインを終えたら
「Apply」をクリックしてパネルを閉じます。 
 

Known Issues  
 

• Cubase v3.02 では以前定義されたコントローラーが Cubase 起動時に認識されない場合があり
ます（Nuendo v3.02 では起こりません）。Devices/Device Setup パネルの RESET ボタンを
クリックすると Cubase はクラッシュしてしまいます。この問題が発生した場合、Device Setup
リストの AlphaTrack を選択し、左上の削除ボタン（ー）をクリックしてデバイスを一度削除し
てください。次に追加ボタン（＋）をクリックし、デバイスを再選択します。この操作により
Cubase と AlphaTrack の間の通信が再開されます。 


