
Cakewalk SONAR 4.0とTranzPort

このドキュメントでは既にTranzPort Windowsドライバをインストールし、
TranzPortリモートの使用準備ができていることを前提としています（まだ準備
ができていない場合はTranzPortユーザーガイドまたはクイックスタートガイド
にてインストール方法をご参照ください）。また本書はSONAR 4.0とTranzPort
ドライバv.1.0.0とSONARコントロールプラグインv1.00を使用した場合を想定し
ていますが、それ以後のソフトウエアバージョンに当てはまることもあります。

SONAR の設定

TranzPort ドライバインストレーションの際に SONAR プラグインファイルもイ
ンストールした場合は次の段落からお読みください。プラグインファイルをイン
ストールしなかった場合は再度 TranzPort インストーラーを起動し、「Install the
SONAR plugin」オプションにチェックをいれます。TranzPort ユーザーガイド
の「Windows 2000/XP ドライバインストール」をご参照ください。このオプシ
ョンにより「TranzPort.dll」というファイルが Program Files\ Cakewalk\ Shared
Surfaces フォルダにインストールされます。インストール後、コンピューターを
再起動します。

SONARを起動する前にまずタスクバーのTranzPortアプレットを右クリックし、
コントロールモードを「TranzPort Native」に設定します。これによりTranzPort
はSONARに対して正しいMIDIメッセージを送受信するように設定されます。コ
ントロールモードの詳細はTranzPortユーザーガイドをご参照ください。

SONARを起動し、Options/Midi Devicesウィンドウを開きます。このウィンド
ウのインプットとアウトプット両セクションにて「TranzPort MIDI」ポートを有
効化し、「OK」をクリックします。次にOptions/Control Surfacesウィンドウ
を開き、右側の黄色い「＋」シンボルをクリックして「Control Surfaces Settings」
ポップアップメニューを開きます。リストから「Frontier TranzPort」を選択し、
入出力ポート共にTranzPortに設定してから「OK」をクリックします。「Connected
Surfaces」リストにて設定が正しいか確認してから「Close」をクリックします。
これによりSONARはTranzPortを使用する準備ができました。SONARでは複数
のコントローラーデバイスを使用することも可能です。



操作

TranzPort には 18 の操作用ボタン、2 つのローカルボタン、データホイール、
そして 2x20 文字の LCD ディスプレイが装備されています。各ボタンの基本機能
はラベルによって明白に示されています。「SHIFT」ボタンにより全てのボタンが
複数の機能を持つことで TranzPort による SONAR 制御の幅が広がります。Shift
とは押されている間のみ有効な一時的ボタンです。

SONAR プロジェクトを開くと TranzPort の LCD ディスプレイには一番最初の
トラックのトラック名、トラック番号、フェーダーレベル、パンの位置、そして
シーケンサーの位置が表示されます。さらにトラックのソロ、ミュート、そして
レコードアームの設定を示すステータス LED が点灯しているかも知れません。再
生ボタンを押すと画面の再生ボタンをクリックしたのと同じように再生が始まり
ます。多くのボタンは画面上の同一機能のボタンと全く同じように機能します。

下記の表には各ボタンを通常に押した際と Shift ボタンと併用した場合の機能が
説明されています。また、TranzPort CD-Rom にある「SONAR Layout.pdf」
は TranzPort が SONAR でコントロール可能な機能を視覚的に示しています。参
考のためにプリントすると便利でしょう。

注：SONAR 4.0 は「PUNCH」ステータス LED のためのMIDI メッセージを発信
しません。そのため TranzPort はパンチモードの入／切の状態を表示することが
できません。この機能は今後の SONAR アップデートで使用可能になる可能性も
あります。
注：SONAR 4.0 では TranzPort で表示するトラックやバスのメーターデータは
送信されませんでした。SONAR 4.0.2 アップデートではモノラルのメーターデー
タが追加され、選択されたトラック／バスのメーター表示が可能になりました。



TranzPort ボタンとデータホイール機能
 
コントローラー
名

通常機能 SHIFT時機能 STOPを押さえた
時の機能

REW 巻き戻し ゼロへ移動
FFWD 早回し エンドへ移動
STOP 停止 停止
PLAY 再生 再生時メトロノーム入／切
RECORD 録音 録音時メトロノーム入／切

PREV 前のマーカーへ移動 ユーザー定義（Shift+F1） Ctrl+Shift+F1
ADD 現在の位置にマーカーを

作成
ユーザー定義（Shift+F2） Ctrl+Shift+F2

NEXT 次のマーカーへ移動 ユーザー定義（Shift+F3） Ctrl+Shift+F3

IN パンチイン位置を設定 ループイン位置を設定 Ctrl+Shift+F4
OUT パンチアウト位置を設定 ループアウト位置を設定 Ctrl+Shift+F5
PUNCH パンチモード（LED無効） タイムフォーマットの選択 Ctrl+Shift+F6
LOOP ループモード レベル／パン調整のトグル Ctrl+Shift+F7

< TRACK 前のトラック／バスへ移
動（左／上）

トラックを表示 Ctrl+Shift+F8

TRACK > 次のトラック／バスへ移
動（右／下）

バスを表示 Ctrl+Shift+F9

REC トラックのレコードアー
ム入／切

全てのレコードアームを解除 Ctrl+Shift+F10

MUTE トラックをミュート／ミ
ュート解除

全てのミュートを解除 Ctrl+Shift+F11

SOLO トラックをソロ／ソロ解
除

全てのソロを解除 Ctrl+Shift+F12

UNDO 取り消し やり直し

DATA WHEEL タイムラインをスクロー
ル

レベルまたはパンを調整

FOOTSWITCH パンチイン／アウト



トラックまたはバスコントロール

TranzPort では SONAR のトラック／バスのスプリット・アーキテクチャに対応
したナビゲーションが可能です。[SHIFT]を押さえながら[< TRACK]ボタンを押す
と TranzPort はトラックモードに切り替わり、ディスプレイ、データホイール、
そしてボタンによる各トラックのパラメーターの操作と表示が可能になります。
その後[< TRACK]と[TRACK >]ボタンを押せばひとつのトラックから次のトラッ
クへ移動することができます。LCD ディスプレイには現在選択されているトラッ
クのトラック名、トラック番号、そしてフェーダーとパン設定が表示されます。
同じくそのトラックのレコードアーム、ミュート、ソロの状態を示す LED が点灯
します。このトラックの設定は[REC]、[MUTE]、[SOLO]、そしてデータホイー
ルを使って調整／変更することができます。

[SHIFT]を押さえながら[TRACK >]ボタンを押すと TranzPort はバスモードに切
り替わります。このモードはトラックモードと同じように動作しますが、SONAR
プロジェクト内のトラックではなくバスを[< TRACK]と[TRACK >]ボタンで選択
することができます。バスには録音ができないため、バスモードでの操作中に[REC]
ボタンは使用できません。

SONAR 4.0.2 以後では TranzPort の「全てを解除」機能（ソロ、ミュート、レ
コードアーム）もトラック／バスモードに追従します。例えばトラックモードで
「SHIFT+SOLO」を押すとトラックのソロのみが解除されます；バスのソロは解
除されません。同じくバスモードで「SHIFT+SOLO」を押すとバスのソロのみが
解除されます。以前の SONAR バージョンでは「全てを解除」コマンドはモード
と関係なくトラックとバス全てに適応されます。TranzPort は自動的にご使用の
SONAR バージョンを検知し、上記のように作動します。

データホイール

ローカルコントロールボタンを併用してディスプレイコントラスト、バックライ
トのレベル、スリープモードのディレイ時間調整の他、データホイールはSONAR
でいくつかの役割をこなします。まずデータホイールを回してプロジェクトのタ
イムライン上の現在位置を移動することができます。これにより再生や録音を始
める位置を素早く定めることができます。また[SHIFT]を押さえると現在選択され
ているトラック／バスのレベルまたはパン設定のまわりに矢印が表示されます。
[SHIFT]を押さえたままデータホイールを回すと矢印が示すパラメーターを調整す
ることができます。[SHIFT]ボタンを押さえながら[LOOP]ボタンを押すとホイール
によって調整されるパラメーターが切り替えられます（レベル／パン）。



ユーザー定義ボタン

「SHIFT」と「STOP」ボタンを変更キーとして使うことにより、最高15の
TranzPortボタンの組み合わせに対してSONARのキーバインディングメニューに
ある任意のコマンドをアサインすることが可能です。さらにSONARのキーバイン
ディングは非常に柔軟で状況の変化にも対応できるため、ひとつのボタンの組み
合わせでもSONARでどのビューが有効であるか（コンテキスト）により異なるコ
マンドを発信することができます。つまり15種以上のコマンドのカスタム設定が
TranzPortで可能になります。

これらのボタンにコマンドをアサインするにはOptions/Key Bindingsパネルを開
き、次のように行います：
1. 「Type of Keys」では「Computer」が選択されていることをご確認くだ
さい。

2. 「Keys」リストでボタンの組み合わせを選択します。例えばShift+F1
（[SHIFT]+[PREV]）。また「Locate Key」を押してからTranzPortにて
[SHIFT]+[PREV]を押せば、正しい組み合わせが瞬時にリストから選択され
ます。

3. Bind Context（バインドする状況）を選択します。ヒント：「Global
Bindings」では有効なビューとは関係なく選択された機能を操作します。
他の全てのオプションでは特定のビューに対してのみ有効なバインディン
グを設定します。Bind Contextを変えると使用可能な機能も選択されたビ
ューに合わせて変ります。（詳しくは下記参照）

4. 使用可能なコマンドのリストから任意の機能を選び、「Bind」をクリック
します。

5. 15のユーザー定義ボタン毎に手順２から４を繰り返すか、「OK」をクリッ
クしてウィンドウを閉じます。

このウィンドウではさらにボタンのバインドを１つずつ解除、または全バインデ
ィングをビューリストごとまたは全リストに対して「ZAP」（解除）することが
できます。

柔軟性を高めるためにView/Layoutsパネルにてウィンドウのレイアウトに名前を
付けて保存することができます。保存したレイアウトはKey Bindingsメニュー内
の「Global Bindings」の下に表示されます。これはウィンドウレイアウトとウィ
ンドウに特化した機能の組み合わせを作成できることを意味します。



例えばTrack Viewを全面に表示したウィンドウレイアウトをGlobal Bindingsで
のShift+F1にアサインします。次にTrack Viewを選択し、同じShift+F1をスク
ラブツールのような機能にアサインします。この時点でShift+F1は２つの効果を
持ちます。まず、Track Viewを全面に移動します（他のビューが全面に表示され
ている場合）。次にTrack Viewが有効な間はスクラブツールを選択／解除します。
このように他のウィンドウレイアウトやコンテキストごとにアサイン作業を繰り
返すことにより、多くの便利なショートカットを作る事ができます。

任意のキーバインディングをSONARにて設定後、変更キーである[SHIFT]と
[STOP]を押さえながら設定したボタンを押すことにより機能を使用することがで
きます。

[SHIFT]ボタンを変更キーとして使用した場合[PREV]、[ADD]、と[NEXT]ボタン
を「Shift+F1」から「Shift+F3」としてアサインできます。[STOP]ボタンを変
更キーとして使用した場合[PREV]、[ADD]、[NEXT]、[IN]、[OUT]、[PUNCH]、
[LOOP]、[<TRACK]、[TRACK>]、[REC]、[MUTE]、と[SOLO]ボタンを
「Ctrl+Shift+F1」から「Ctrl+Shift+F12」としてアサインできます。
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