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Digidesign Pro Tools と AlphaTrack v1.1 

はじめに 
 
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 v1.0 と Pro Tools 5.3.1 以上の使用について記述されていますが、Mackie HUI プロトコル対応
の Pro Tools バージョン全てが対称となります。 
 
注：ご使用の Pro Tools は Mackie HUI に対応している必要があります。バージョンによっては Pro Tools イ
ンストール CD-ROMからHUI 対応用のファイルを Pro Tools フォルダへコピーする必要があります。ご使用
の Pro Tools システムの Mackie HUI 対応の確認または追加に関する情報は Digidesign のドキュメントをご
参照ください。 

Pro Tools 設定 
 
Pro Tools を起動する前にまず AlphaTrack Manager（Mac）を起動、またはタスクバーの AlphaTrack ア
プレットを右クリックしコントロールモードを「Pro Tools (HUI)」に切り替えます。これにより AlphaTrack
は Pro Tools 用に最適化されたMackie HUI をエミュレートします。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。 
Pro Tools を起動し設定メニューからペリフェラルを選択し、「MIDI コントローラー」タブの「タイプ」欄で
「HUI」を選択します。次に「受信元」と「送信先」欄ともに「AlphaTrack」を選択します。最後に「OK」を
クリックしてパネルを閉じれば設定は完了です。 
 
注：Pro Toolsの基本機能の多くは複数のMIDIコントローラーから操作指令を受けることができることもあり
ます。ただし同時に同じトラックの編集はできない場合があります。外部コントローラーの使用に関する詳細情
報についてはDigidesignのドキュメントをご参照ください。また「Pro Tools Control Surfaces and 
TranzPort」というドキュメントもございます（http://Frontierdesign.com/Support/Downloads)。このド
キュメントはTranzPortコントローラーに関して記述されていますが、内容はAlphaTrackを含む全てのMIDIコ
ントローラーに当てはまります。 
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Operation 
 
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  
 

重要事項：AlphaTrack は Digidesign が必要とするカスタムHUI コントロールスペックを使用しているため
モードの切り替えやパラメーター調整の際、コンピューター画面や LCD アップデートに若干の遅れが生じる可
能性があります。 
 
エンコーダー、モードボタンとLCD 

Pro Tools 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。Pro Tools 起動後、通常はデフォルトで PANが選択され、トラッ
ク名とパン値が表示されます。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、ディスプレイはパラ
メーター変更内容を表示します。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。 

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 Pro Tools 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Set IN、Set OUT、Quick-PunchとWindowになります。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。 
注：Pro Tools では FLIPは SEND モードのみで使用可能となります  
 
上列は F1 - F4 で、SHIFT 有効時には F5 - F8 となります。F1 - F4の機能は順番にZoom In、Zoom Out、
Enable Scrub と Undo です。SHIFT 有効時には Pre-roll、Post-roll、Audition と Redo になります。各機
能の説明は下の記述されています。 

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）、
ESC、ENTER とクリップのリセットとなります。詳しくは下記の表をご参照ください。 
 
また ENTER（SHIFT+PLAY）は現在位置に新しいメモリーロケーションを作成します。 
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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。このようにタッチストリップを使用
する場合、移動の精度は Pro Tools の「ナッジ」値に追従します。ナッジ値は編集ウィンドウのポップアップ
メニューから、または直接数値を入力して設定できます。 
 
タッチストリップはマーカー間（番号順）の移動にも使用できます。１本の指でストリップ左端をタップすると
前のマーカーへ、右端をタップすると次のマーカーへ移動します。 
 
スクラブモード（F3ボタンで有効化）ではタッチストリップで選択オーディオリージョン内のオーディオを視
聴し、ポイントを見つけることができます。このモードの再生速度はナッジ値とは無関係です。スクラブ/シャ
トルモードの詳細は後述をご参照ください。 
 

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。フェーダーに触れると LCDは現在のレベルのバーグラフとレベルの数値を表示します。
表示される数値はミックスウィンドウの数値と一致しないことがありますが、これは数値がHUI フェーダー位
置に基づいているからです。デフォルトの最大フェーダーゲインは+6dBとなっていますが、停止＋TRACK>
ボタンを押すことで+12に切り替えられます。+6 に戻すには停止＋<TRACK を押します。 
 
フェーダーの隣りには３個の発光型ボタンが配置されており、これらでソロ、ミュートと録音アームを制御しま
す。さらにトラックのオートメーションステータスを表示する LED とソロの有無を示す LEDが備わっていま
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
「Pro_Tools_Layout_v1.0.pdf」で Pro Tools 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。 
 

AlphaTrack ボタン 
 
名称  通常機能 SHIFT＋機能 STOP＋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 ESC（ローカル設定）  
PLAY 再生 ENTER 1⁄2 速再生 
RECORD 録音 クリップリセット 録音モード 
    
TRACK ◄ １トラック左/上へ移動 In 設定 ＋6dB最大ゲイン 
TRACK ► １トラック右/下へ移動 Out 設定 ＋12dB最大ゲイン 
LOOP ループモードトグル クイックパンチトグル  
FLIP フリップ（センドモードのみ） 編集/ミックスウィンドウ切

り替え 
トランスポートウィンドウ
切り替え 

    
F1 ズームイン プリロール On/Off  
F2 ズームアウト ポストロール On/Off  
F3 スクラブ/シャトルモード オーディションモード  
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F4 やり直し 再びする  
    
REC レコードアームOn/Off 全レコードアーム解除 保存 
SOLO トラックソロ On/Off 全ソロ解除 オンラインOn/Off 
MUTE トラックミュートOn/Off 全ミュート解除 モーターOn/Off 
    
FOOTSWITCH 録音   
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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 +/-1 トラック選択, 

押して回転= +/-8 Trk  
前／次のマーカーに移動 
押す = 現在のマーカーへ 

左/モノパンニング 

SHIFT 押して回転= 最初／最後
のトラックへ移動 

押す = マーカー追加  

PAN (LED 点滅) (同上) (同上) 右パンニング 
    

SEND +/-1 トラック選択, 
押して回転= +/-8 Trk  

回転＝SEND選択 
押す＝プリ／ポスト 

SENDレベル 
 

SHIFT 押して回転= 最初／最後
のトラックへ移動 

回転＝SEND選択 
押す＝SENDミュート 

SENDレベル 
押す＝ユニティゲイン設定 

FLIP 
 
 回転＝SEND選択 

押す＝プリ／ポスト 
SEND左/モノ/右パンニン
グ 
シフトと押す＝センター 

    
EQ Q（EQバンド） 

入力レベル（I/O） 
周波数（EQバンド） 
位相反転（I/O） 

ゲイン（EQバンド） 
出力レベル（I/O） 

SHIFT バンド/機能選択 バンド有効 In/Out バンドタイプ
（Low/High/BP のみ） 

    
PLUG-IN インサートスロット選択 

押す = バイパス 
回転＝パラメーター選択 
押す = 下パラメータ値切り替え 
(ある場合) 

回転 = 上パラメーター値
変更 

SHIFT +/-1 トラック選択1 
押す = 全バイパス 

  

    
AUTO +/-1 トラック選択, 

押して回転= +/-8 Trk  
トラックオートメーションモード オートメーション有効化リ

スト 
回転＝パラメーター選択 
押す＝パラメーター
On/Off 

SHIFT 押して回転= 最初／最後
のトラックへ移動 

  

    
 
 
エンコーダーに関する注意点：回転して調整する Pro Tools パラメーターでは大抵の場合、エンコーダーを
押さえながら回すと高精度調整が可能になります。これにより細かい設定を行えます。エンコーダーを押す操作
に他の機能がアサインされている場合、高精度調整は使用できません。 
 

トラックナビゲーション  
AlphaTrack は Pro Tools のトラックやバスを自由に選択できるためフェーダー、エンコーダーと機能ボタン
を用いてセッション内の様々なパラメーターの制御が可能です。「<TRACK」と「TRACK>」ボタンでトラッ
ク間の移動ができます。この操作は少ない数のトラックの間を移動する場合は有効です。多数のトラックの間を
移動する際は AlphaTrack の左エンコーダーを使用します。PAN、SEND と AUTOモード、さらにSHIFT 有
効時の PLUG-IN モードでは左エンコーダーでトラックやバスを素早くスクロールできます。  
 
ショートカット : 左エンコーダーを押しながら左に回せば最初のトラックに飛びます。押しながら右に回せ
ば最後のトラックまたはバスに飛びます。 
 
LCDディスプレイには現在選択されているトラックの名前、番号、さらにフェーダーとパンニング設定が表示
されます。同じように録音、ミュート、ソロの LED も選択されたトラックの状態を示します。右方向へ移動す
るとコンピューター画面に表示されている順番でトラックやバスが選択されます。 
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AlphaTrack を使用した場合、Pro Tools とコンピューターよりも早くスクロールができる可能性があります。
その場合 AlphaTrack のディスプレイがアップデートされるまで数秒かかる場合もあります。  
 

再生 IN/OUT 点の設定  
SHIFT を押さえながら「<TRACK（IN）」と「TRACK>（OUT）」ボタンを押すと現在位置にこれらのマーカ
ーが置かれます。In/Out マーカーはシーケンサー再生中のみ設定可能ですのでご注意ください（これは
Digidesign/Pro Tools 内の制限です）。 

Window  
SHIFT+FLIP（Window）は Pro Tools の表示ウィンドウを編集またはミックスへ切り替えます。STOP+FLIP 
トグルは Pro Tools のトランスポートウィンドウをオン／オフします。 

ズームイン/アウト（F1/F2）  
F1または F2 を押すと編集ウィンドウのタイムラインが水平ズームされます。  

スクラブ/シャトル（F3）   
F3で Pro Tools のスクラブ/シャトルモードのOn/Off を切り替えます。スクラブ/シャトル有効時（F3 の
LED 点灯）タッチストリップに指１本を左右に動かしオーディオをスクラブします（１-２トラック同時スクラ
ブ可能）。この操作はオーディオ内のポイントを探す際に便利です。指１本を 0.5 秒以上左右両端に触れると
その方向へスクラブを継続します。スクラブモードではタッチストリップの解像度が高くなります。スクラブモ
ードの詳細とどのオーディオクリップが発声するかについては Pro Tools ガイドをご参照ください。 
 
シャトルは指２本で操作します。シャトルモードでは速度を自由に加減しながらオーディオを前後に再生するこ
とができます。指をストリップ上で動かした距離によって再生速度の加減が決まります。 
 
スクラブ/シャトルモードには次の機能と制限があります： 

- スクラブモードでは「ENTER」（SHIFT+再生）で現在位置にマーカーを作成できます。 
- タッチストリップ両端に指１本を置けばその方向にスクラブを継続します。 
- スクラブモードではトランスポート、ミュートとソロ以外のボタンは全て無効となります（コンピュー

ターキーボードとマウスを含む。Pro Tools の制限）。 
- 指１本（スクラブ）から２本（シャトル）へ移る際 Pro Tools はオーディオエンジンをリセットする

ため若干の遅れが生じることがあります。オーディオの歪みなどが起こらないよう Pro Tools がリセ
ットするのに１秒ほど待つと良いでしょう。 

 
注：スクラブ/シャトル動作が不安定な場合は Pro Tools と HUI プロトコルの関係が原因と思われます。この
場合丁寧なスクラブ動作と AlphaTrack のタッチセンス コントローラーのキャリブレーションである程度は回
避できるはずです。AlphaTrack のキャリブレーションを行うには停止＋SHIFT＋F4を押します。キャリブレ
ーション中は AlphaTrack に触れないでください。一度 LCD ディスプレイからメッセージが消えたら通常動作
を続けられます。 

取り消し/やり直し（F4/F8）  
AlphaTrack は複数段階の取り消し/やり直し操作に対応しています（F4と SHIFT+F4=F8）。SHIFT がアク
ティブなとき、Redo 動作が可能な場合は F8 LED が点滅します。 

プリロール/ポストロール（F5/F6）  
F5と F6 はそれぞれ Pro Tools のプリロールとポストロールの有効/無効を切り替えます。プリ/ポストロール
時間は Pro Tools トランスポートパネルの各欄の設定となります。  

視聴（F7）  
この機能で IN とOUT 再生マーカーの前後のオーディオをパンチインやループ操作の際に視聴できます。視聴
を行うにはまずプリとポストロール値を任意の尺に設定します。これらの値が「０」の場合視聴はできません。
次にSHIFT キーを１度押し（SHIFT 有効となります）、F7 ボタンを押します。F７の LEDが点灯し、視聴モ
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ードが有効であることを示します。この状態で IN、OUT、F5、F6ボタンを押すと再生マーカー前後のオーデ
ィオを設定値分だけ再生します。視聴モードを解除するには F7またはSHIFT ボタンを再度押します。 
 

モードボタン  

PAN モード 
右エンコーダーはモノとステレオトラックとセンドのパンニングを調整します。ステレオトラックやセンドの場
合、デフォルトで左側が選択されます。PAN ボタンを再度押すと LED がゆっくり点滅し、右側のパンニングを
調整できます。SEND モードと FLIP ボタンを併用した際も同様の動作となります。この場合センドのモノまた
は左側のパンニングが右エンコーダーにアサインされます。再度 PANボタンを押すことでステレオセンドの右
側にアクセスできます。 
 
マーカー：PAN モードでの中央エンコーダーはマーカー間の移動とマーカーの新規作成を司ります。Pro 
Tools ではタイムラインの中に任意にマーカーを作成することができます。マーカーの数順とタイムライン位置
は自由に設定可能なのでセッション内を素早く移動することができます。PAN モードでは LCDディスプレイ
の中央、「Marker」の下にマーカー番号が表示されます。中央エンコーダーを押すと表示されているマーカー
に移動します。中央エンコーダーを時計逆回りに回すと前のマーカー（数順）が、時計回りで次のマーカーが選
択されます。マーカーはセッションの始めから数順に並んでいないこともありますのでご注意ください。Pro 
Tools/メモリーロケーションウィンドウにてマーカーの名前を編集することができますが、AlphaTrack は常
にマーカー番号を表示し、移動します。またSHIFT を押さえながら中央エンコーダーを押すと現在の再生位置
に新しいマーカーを作成されます。 
 
ショートカット：マーカー間の移動はタッチストリップ両端のタップでも行えます。 
 
注：AlphaTrack は HUI をエミュレートしているため、メモリーロケーションの選択にテンキーを使用します。
そのためマーカー間の移動操作を行う際はテキスト欄（例えばナッジ値など）が選択されていないことをご確認
ください。テキスト欄が選択されている状態でマーカー移動操作を行うとテキスト欄にも数値が入力されてしま
います。 

SEND モード 
AlphaTrack は Pro Tools セッション内のセンドパラメーターの多くにアクセスできます。SEND を押すと右
エンコーダーにセンドレベルがアサインされます。同時にセンドの名前が LCD ディスプレイの右エンコーダー
上に表示されます。中央のエンコーダーは制御するセンドを選択します（A-E）。また中央エンコーダーを押し
てセンドのプリ/ポストフェーダー位置を切り替えられます。センドの文字とプリ/ポスト状態はこのエンコーダ
ーの上に表示されます。SHIFT を押さえながら中央エンコーダーを押すとセンドミュートのOn/Off を切り替
えられます。 

FLIP 
通常SEND モード選択時ではセンドレベルは右エンコーダーにアサインされています。FLIPを押すとセンドレ
ベルは AlphaTrack の 100mmフェーダーにアサインされ、右エンコーダーはセンドのパンニングに再アサイ
ンされます。またセンドのミュートとソロはチャンネルMUTE と SOLOボタンに再アサインされ操作がより容
易になります。ステレオセンドの場合 PAN モードボタンで左右チャンネルの切り替えを行います。センドのプ
リ/ポストフェーダーの切り替えは通常と同じく中央エンコーダーを押します。  
 
次のことを覚えておくと良いでしょう： 

1. FLIPは SEND モードでのみ使用できます。 
2. FLIP LED は FLIP有効時に点滅を続けます。 
3. FLIPを解除するまで他のモードを選択することはできません。 

EQ モード  
AlphaTrack の EQモードは Pro Tools の EQ3 シリーズのイコライザープラグインの全パラメーターにアクセ
スします。EQモードを使用するにはまず選択したトラックのインサート Cに１、４または７バンドの EQ3 を
挿入します。もし選択トラックがステレオの場合は「マルチモノ」EQ3 を選択します。一度設定を終えると
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EQモードを選択すると瞬時に低周波数バンド（LF）のQ、周波数とゲインコントロールが表示されます。各エ
ンコーダーはこれらの EQパラメーターを調整します。微調整を行うにはエンコーダーを押しながら回します。 
 
SHIFT を押すと AlphaTrack エンコーダーでさらなる機能にアクセスできます。左エンコーダーは EQバンド
または入出力レベルやハイ/ローパスフィルター（HPF/LPF）を含む他の機能を選択します。中央エンコーダー
は選択したバンドのOn/Off 切り替えを行い、右エンコーダーはバンドのタイプ（ピーク/シェルビング）を選
択します。バンド/機能とパラメーター調整の切り替えはSHIFT キーで行います。 
 
入出力レベル機能を選択し、SHIFT キーを放せば入出力レベルと位相反転の設定を行えます。 
 
ハイ/ローパスフィルターを選択した状態では Pass または Notch フィルタータイプを選択できます。SHIFT
キーを放せば Q、周波数とスロープの設定を行えます。 
 
EQモードについて： 

- コントローラーで行った変更が Pro Tools によって処理されるまでわずかですが時間がかかります。
そのためあまり早い操作を行わないほうが良いでしょう。また画面の情報がアップデートが多少遅れる
こともあります。これらは全て正常な動作で、特にバンドや機能の選択を変更する際に見受けられます。 

- バンド/機能とパラメーター調整の切り替えはSHIFT キーで行います。 
- ４と７バンド EQのプラグインウィンドウのUI は全く同じです。４バンド EQは一度に使用可能なバ

ンド数に制限があります。 
- 停止＋EQで EQ（プラグイン）ウィンドウの On/Off を切り替えます 
- 現在表示中のトラックにEQを追加した際、一度他のトラックへ移動してから元のトラックを再選択し

ないとAlphaTrack が EQを認識しないこともあります。 

PLUG-IN モード  
PLUG-IN モードではトラックのインサートに挿入したプラグインのパラメーターに素早くアクセスできます。
左エンコーダーで表示されるインサートスロットを選択します。コンピューター画面にプラグインウィンドウが
表示されている場合は AlphaTrack で選択したプラグインが表示されます。STOP+Plug-in ボタンはプラグイ
ンウィンドウのオン／オフを切替えます。 
 
右エンコーダーを押すと操作中のインサートのバイパスをトグルします。SHIFT を押さえながら右エンコーダ
ーを押すと操作中のトラックの全インサートのバイパスをトグルします。  
 
中央エンコーダーを回して右エンコーダーで調整するパラメーターを選択します。コンピューター画面上では
HUI を使用した場合と同じように毎度４つのパラメーターがハイライトされますが、その中で右エンコーダー
にアサインされているパラメーターのみが LCD に表示されます。On/Off や選択スイッチはエンコーダーを押
して切り替えます（順番は画面通りです）。これらは下列に表示されます。On/Off パラメーターがない場合、
上列に表示されたパラメーターの状態が簡単なグラフィックとして下列に示されます。 
 
右エンコーダーは選択したパラメーターの値を調整します。可変値パラメーターは上列に表示され、エンコーダ
ーを回して調整します（順番は画面通りです）。右エンコーダーに触れると下列にパラメーター値のバーグラフ
が表示されます。 
 
注：現在表示中のトラックに新たにプラグインを挿入してもAlphaTrack 画面がアップデートしないことがあ
ります。この場合は一度他のトラックへ移動してから元のトラックを再選択します。 
 

AUTO モード  
AUTO（MATION）モードはトラックまたはグローバル オートメーションパラメーターを素早く設定できます。
このモードでの左エンコーダーはトラック選択にアサインされます。中央エンコーダーで現在選択したトラック
のオートメーションモードを選択します。右エンコーダーはオートメーション可能パラメーターをグローバルで
有効/無効化します。  
 
LCDディスプレイ右エンコーダーの上には以下のような内容が表示されます。 

Vpmism 
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*  **  
各文字はそれぞれオートメーションパラメーターを意味します：V = Volume（ボリューム）、p = Pan（パン
ニング）、m = Mute（ミュート）、i = Insert（インサート）、s = Send level（センドレベル）、m = send 
Mute（センドミュート）。 
下列の＊印はそのパラメーターがオートメーション有効になっていることを示します（グローバル設定）。 
 
左エンコーダーを回すとパラメーターをひとつずつ選択できます。選択されたパラメーターは大文字表示に変わ
ります。エンコーダーを押してオートメーション有効/無効の切り替えを行います。 
 
ショートカット：プラグインのパラメーターは各自オートメーションを有効化できます。パラメーターのオー
トメーションを有効にするには Pro Tools プラグインウィンドウ上部の「Auto」ボタンを押してパラメーター
リストから選択するか、Ctrl＋OPT＋Command を押さえながら任意のパラメーターをクリックします（ショ
ートカットウィンドウが現れ、素早くそのパラメーターのオートメーションを有効化できます）。 
 

特殊コマンド  

Motor On/Off 
STOP+MUTEを押すとフェーダーが全く無効になります。フェーダモーターからの雑音が、モニタリン
グや収録時に妨げる場合等に役立ちます。. 再度 STOP+MUTEを押すとフェーダーは有効になります。 
 
Windows 
停止＋Plug-In または、停止＋EQでプラグインウィンドウの On/Off を切り替えます 
停止＋Flip でトランスポートパネルのOn/Off を切り替えます。 
シフト＋Flip で EDIT と MIX ウィンドウを切り替えます。 
 

トラブルシューティング 
 
AlphaTrack は Pro Tools 制御をHUI エミュレーションで行います。そのため基本ドライバ以外の追加プラグ
インやコントロールソフトウェアなど一切必要なく、問題のトラブルシューティングも通常簡単に行えます。最
も多い３つの問題は： 
 

1. AlphaTrack の動作モードが Pro Tools（HUI）に設定されていない。この設定はシステムトレイ
（Windows）またはステータスバー（Mac）アイコンから、さらに AlphaTrack Manager（Macの
み）で行えます。 

2. Pro Tools の MIDI コントローラー設定が間違っている。Pro Tools システムのアップグレードによっ
て以前の設定が削除されてしまうことがあります。設定／ペリフェラル．．．／MIDI コントローラー
パネルで「タイプ」をHUI に、「受信元」と「送信先」をそれぞれ AlphaTrack に設定します。 

3. AlphaTrack の使用設定は正しいが、セッション内のトラック全てにアクセスできない場合はシステム
に他のMIDI コントローラーが存在する、非表示トラックがある、など考えられます。 

 
もしシステムに他のコントローラーがある場合は TranzPort ダウンロードページにある「Pro Tools Control 
Surfaces and TranzPort」というドキュメントをご参照ください。またアクセスしたいトラックが Pro 
Tools ミキサーに表示されていることをご確認ください。 
 
AlphaTrackインストールと設定に関するさらなる情報は本書「Pro Tools設定」セクションをご参照ください。 
 


