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Cakewalk SONAR 6 と AlphaTrack プラグイン v1.1 
 
. 
 
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 v1.1.0 ドライバ、SONAR 6 以上と v.1.0.1 SONAR コントロールプラグインの使用について
記述されていますが、新バージョンにも当てはまります。 
 
本機はSONAR バージョン５と６で動作確認はされております。それ以前のバージョンでも動作する可能性
はありますが、一部の機能は使用不可であることがあります。ACT機能はSONAR6以降で動作されるでし
ょう。 
 

SONAR 設定 
重要な注意: SONAR プラグインアップデートをインストールした場合、ユーザー定義されたAlphaTrack 
Tools メニューの設定はセーブされません。ドライバーをアップデートする際、インストール前の設定に戻し
たい場合は、メニュー設定を書き留めてください。 
. 
 
もし AlphaTrack ドライバのインストール中にSONAR プラグインのインストールを選択した場合は次の段
落にお進みください。プラグインをインストールしなかった場合、再度インストーラーを起動し、SONAR プ
ラグインファイルのオプションボックスにチェックを入れてインストールを行います（AlphaTrack ユーザー
ガイド「Installing Drivers in Windows 2000/XP/Vista」をご参照ください）。この操作により
AlphaTrack プラグインファイル「AlphaTrack.dll」がご使用のコンピューターの Program 
Files\Cakewalk\Shared Surfaces フォルダにインストールされます。最後にSONAR を再起動すれば使用
の準備ができます。  
 
SONAR を起動し、Options\MIDI Devices ウィンドウを開きます。このウィンドウの入出力セクションで
AlphaTrack 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 Surface Settings」ポップアップメニ
ューを開きます。リストから「AlphaTrack」を選択し、In Port と Out Port 設定を共に「AlphaTrack」に
設定します。OKをクリックし設定を適用します。選択内容は「Connected Surfaces」リストで確認できま
す。またSONAR の ACT またはWAI 機能を使用する際はここで各オプションを選択します。設定を終えた
ら Close をクリックします。以上でSONAR は AlphaTrack との使用のために設定されました。  
 
SONAR は複数のコントロールサーフェスの同時使用に対応しており、AlphaTrack を TranzPort ワイヤレ
ス コントローラーなど他のハードウェアコントローラーと共存させることが可能です。ただし MIDI ポートア
サインが不意に変更するトラブルを回避するためにもSONAR を起動する前にコンピューターに全てのデバ
イスを接続しておくことを推奨します。もし AlphaTrack や他のコントローラーが動作しなくなった
場合、まず最初に Options\Control  Surfaces パネルの MIDI ポートアサインが正しく設定され
ているかご確認ください。   
 

概要 
 
AlphaTrackにはいくつかのタイプのコントローラーとフィードバックのためのLCDディスプレイとLEDが４
つの基本的なグループに分けられています： 
 

A. フェーダー／エンコーダーグループ このグループには 100mmタッチセンス モータライズフェー
ダー、SOLO、MUTE と REC 発光型ボタン、タッチセンス エンコーダー３本、LCD ディスプレイ、
と５個のモードボタン（PAN、SEND、EQ、PLUG-IN、AUTO）が含まれます。これらのコントロ



Cakewalk SONAR 6 and AlphaTrack v1.1 Page 2 of 8 

ーラーで現在選択されているSONAR トラック（AlphaTrack から直接選択、またはSONAR 画面
からマウスで選択）のパラメーター多数にアクセスできます。 

B. プログラム可能ファンクションボタン ボタン F1から F4 はユーザーによって機能の定義が可能で
す。さらにこれらのボタンには二次機能（F5-F8）があり、SHIFT を押さえながら F1-F4ボタンを
押して使用します。ユーザー定義はSONAR の Tools\AlphaTrack メニューアイテムから設定可能
です。 

C. トランスポート（スクロール／シャトル タッチストリップを含む） スタンダードなトランスポー
トボタン（REW、FFWD、STOP、PLAY、RECORD）で素早くタイムライン操作を行えます。こ
れらボタンはSHIFT ボタンと同時に使用することで２次機能を操作できます。タッチストリップで
プロジェクトタイムラインを３つの方法でナビゲートできます：スクロール、シャトルとマーカーへ
のナビゲーション。 

D. 他のコントローラー： 
a. トランスポートの上のボタン列でトラックを選択します。  
b. LOOPボタンでループモードOn/Off を切り替えます。SHIFT を押さえながらでは

SONAR のパンチインモードOn/Off をトグルします。 
c. FLIPボタン 任意のエンコーダー機能と高精度フェーダーのパラメーターアサインを入れ

替えます（より高い精度でオートメーションの制御などを行えます）。SHIFT を押さえな
がらではフェーダーのモーターOn/Off を切り替えます（例えばノートパソコンの電池を節
約するためにモーターを切る）。 

d. SHIFT ボタン SHIFT は他のコントローラーと併用することで追加機能を使用することが
できます。大抵の場合SHIFT ボタンをラッチモードで使えるのでボタンやエンコーダーの
二次機能に片手でアクセスできます。本書「SHIFT」セクションをご参照ください。 

e. フットスイッチ入力 SONAR ダイアログ Tools\AlphaTrack メニューで様々な機能にア
サイン可能です。 

操作詳細 

SHIFT（シフト）と SHIFT ラッチ 
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
SONAR 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。 

トラック、バスの選択 
 
AlphaTrack のフェーダーとエンコーダー操作のほとんどが選択されたトラックに対して行われます。選択ト
ラックを選ぶ方法はいくつかあります。 
 
まず巻き戻しと早回しボタンのすぐ上にトラック選択専用ボタンがあり、これらで１トラックずつ選択トラッ
クを移動できます。この操作は小さいプロジェクトや少ない数のトラックの間を移動する場合に有効です。  
 
多数のトラックの間は左エンコーダーを使用して素早く移動できます。AlphaTrack の PAN、AUTOモード
では左エンコーダーはデフォルトでトラック選択を行います。それ以外のモードではSHIFT を使えば左エン
コーダーは一時的にトラック選択用に切り替わります。フェーダーはエンコーダーを放すまでアップデートさ
れません。これによりトラックを素早くスクロールした際にフェーダーが過剰な動作を強いられることがあり
ません。 
 
最後にSONAR のメイン画面上のトラックをクリックして選択できます。この際 AlphaTrack も選択トラッ
クに追従してアップデートします。この機能は両手を使用した操作に適してきます：片方の手ではマウスでト
ラックを選択し、もう片方の手でゲイン、パンニング等を AlphaTrack フェーダーで調整。  
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さらに AlphaTrack は SONAR のスプリット トラック/バス アーキテクチャをナビゲートできます。左エン
コーダーがトラック選択モードにある場合、エンコーダーを押しながら時計回りに１クリック回すとバスコン
トロールが選択されます。この状態では上記の方法でプロジェクトのバスを選択できます。トラックコントロ
ールモードに戻るには左エンコーダーを押しながら時計逆回りに回します。バスには録音できないため、バス
モードでは REC ボタンは使用できません。 
 
注：Frontier AlphaTrack ツールパネルの「Skip Archived Tracks」オプションにチェックが入っている場
合 archive トラックは AlphaTrack ディスプレイに表示されません。これにより多くのトラックが既に完成
しているプロジェクトなどでの使い勝手が大きく向上します。 
 
SONAR 4.0.2 以上では AlphaTrack の「全解除」（ソロ、ミュート、録音アーム）機能の動作もトラック/
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は全て解除されま
すが、バスは解除されません。同じくバスモードでSHIFT+SOLOを押すとバスのソロのみが全て解除されま
す。それ以前のSONAR 4 バージョンでは「全解除」操作はモードとは関係なくトラックとバス全てに適用
されます。AlphaTrack プラグインはご使用の SONAR バージョンを自動的に検出し適切な動作を行います。 
 

エンコーダー、モードボタンと LCD  
AlphaTrack の LCD ディスプレイ、３本のエンコーダー、PAN、SEND、EQ、PLUG-IN と AUTOボタンは
全て連携し、SONAR プロジェクト内の数多くのパラメーターを効果的に制御します。パラメーター調整の基
本操作は： 

A. 調整したいトラックを選択。 
B. 調整したいパラメーターのタイプをモードボタンで選択（PAN、SEND、EQ、PLUG-IN または

AUTO）。 
C. LCDディスプレイに表示されたパラメーターを相当するロータリーエンコーダーで調整。 

 
この操作手順に慣れるためにまず SONAR プロジェクト内を AlphaTrack を使ってナビゲートしてください。
最初にプロジェクトを開くと AlphaTrack は PAN モードにリセットされ、LCD 上列に選択されているトラ
ックまたはバスの名前が表示されます。LCD ディスプレイ下列にはタッチセンスエンコーダーにそれぞれア
サインされた３つの制御可能なパラメーターが表示されます。PAN モードではトラック番号、マーカー、
PAN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。多くの
場合押さえながら回すと高精度で調整を行えます。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。  
 
注：多くの場合エンコーダーは大まかな調整と高精度な調整の両方が可能です。高精度調整が使用可能な場合
はエンコーダーを押しながら回します。 
 
下記の表には各モードでのエンコーダー機能のマッピングが示されています。注：SEND モードなどは２ペ
ージあります。この場合モードボタンを再度押してページを切り替えます。 
 
 
 

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 マーカー選択（回す） 
マーカー追加（押す）  

パンニング 

    
SEND センド選択 センドレベル センドパンニング 

ページ２ センド選択 センド On/Off プリ/ポストフェーダー 
SHIFT+ トラック選択   
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EQ 周波数 ゲイン Q 
ページ２ バンド選択 フィルタータイプ バンド On/Off 
SHIFT+ トラック選択 EQ タイプ選択 EQ On/Off 

    
PLUG-IN プラグイン選択 パラメーター選択 値調整 

SHIFT+ トラック選択   
または 「AlphaTrack Tools」 ウィンドウでACT モー ドを選択した場合 
ACT  ページ1 機能１ 機能 2 機能 3 

ページ２ 機能４ 機能 5 機能 6 
SHIFT+ トラック選択   

    
AUTO トラック リード On/Off ライト On/Off 

 

EQ モード 
 
AlphaTrack は３種類のチャンネルイコライザーを検知、制御できます。デフォルトではビルトインのチャン
ネルEQを制御します。トラックにSonitus Fx またはCakewalk FxEq プラグインが挿入されてある場合、
AlphaTrack はこれらを制御します。またSHIFT＋エンコーダー2でどの EQを制御するか選択できます。 

Plug-In モードと SONAR の ACT 機能 
 
Plug-In モードではAlphaTrack Tools メニューを用いて標準の「Standard」モードまたはSONAR独自の
ACT モードでの動作を選択できます。  
 
Standard モードではエンコーダーは前述の表のとおりに機能し、プラグイン選択、パラメーター選択、値の
調整が３本のエンコーダーにマッピングされます。 
 
ACTを選択した場合、各エンコーダーはページ１/２切り替え機能を使い任意の２パラメーターにアサインで
きます。各プラグインにそれぞれ独自のACTパラメーターアサインが可能です（同じプラグインはプロジェ
クト内で全てひとつのアサインを使用します）。エンコーダーとACT機能は画面の前面に表示されたプラグ
インウィンドウを制御します。 
 
ACT機能のプログラムは次のように行います。 
１．SONAR/ToolsメニューからAlphaTrack toolsパネルを開き、「SONAR ACT」を選択し、ウィンドウ
を閉じます。この設定はプロジェクト作業中いつでも変更できます。 
 
２．プログラムを行うプラグインを開きます。AlphaTrack で PLUG-IN モードを選択します。 
 
３．メインツールバーまたはController/Surface ツールバーの「ACT Learn」ボタンをクリックしハイライ

トします。  
 
４．プラグインウィンドウの任意のパラメーターをクリックし、そのパラメーターをハイライトします。次に
エンコーダーを回し「ACT Learn」ボタンを再度クリックします。 
 
５．最後にポップアップウィンドウをクリックして変更を完了します。 
 
注：エンコーダーを回す際、現在アサインされているパラメーターが動きます。この動作は正常です。アサイ
ンの変更を完了した時点で新しいアサインが適用されます。 
 
上記の手順を各エンコーダーで行います。またPLUG-INモードを再度押すと（LEDゆっくり点滅）２ページ
目にアクセスできるため、最高６つのアサインが可能です。 
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注：SONAR/Options/Control Surfaces パネルにてAlphaTrack のとなりの ACTボックスにチェックが入
っていることをご確認ください。このチェックボックスがチェックされていないと上記の機能は使用できませ
ん。 
 

AUTO(mation) オートメーション 
AlphaTrack の高精度フェーダーとエンコーダーはフェーダー、パンニング、センド、EQとプラグインパラ
メーターのオートメーション書き込みに使用できます。オートメーション書き込みを行うパラメーターは２つ
の方法で選択できます。 
１つ以上の特定のトラックパラメーターをオートメーション有効にするにはそのパラメーターをAlphaTrack
のディスプレイに表示します：センドレベルやセンドパンにオートメーションを書き込むにはSENDモード
を選択します。フェーダーまたは任意のエンコーダーに触れた状態でAUTOボタンを１度押します。これに
よりパラメーターはオートメーション書き込みが有効になり、コントローラーに触れるたびに赤いAUTO 
Write LED が点灯しオートメーション書き込みが行えることを示します。同じようにコンピューター画面に
はそのパラメーターが赤いアウトラインで表示されます。パラメーターのオートメーション書き込みの終了は
同じ手順で行います。 
 
トラックのパラメーター全てを同時にオートメーション書き込み可能にするにはAUTOモードを選択し、右
エンコーダーを回すか押して「ON」に切り替えます。この操作は現在選択されたトラックのみに適用されま
す。また選択トラックのオートメーション再生 On/Off の切り替えは中央エンコーダーで行います。 
 
AlphaTrack はモードやトラックの変更を認識するため誤って間違ったパラメーターやトラックにオートメー
ションを書き込んでしまうことはありません。  
 

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。そして「ANY SOLO」LED が
プロジェクト内にソロされているトラックがあるか示します。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）。 
 

機能ボタン 
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、OUT、PUNCH とWINDOWになります。上列は F1 - F4で、
SHIFT 有効時には F5 - F8 となります。これらボタンは全て AlphaTrack Tools パネルにてユーザー定義可
能です。SONAR key-binding メニューの全コマンドといくつかのカスタムコマンドがアサインできます。
本書には機能アサインの詳細が記述されています。 
 
次の表は各ボタンの通常／２次機能を示します。  
 
注：バージョン 5.2 以前の SONAR では Punch ステータス LED のための MIDI メッセージを送信しません。
そのため旧バージョンでは AlphaTrack でパンチモードの On/Off 状態を表示することができません。 

ボタン機能 
 
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（ボタンを押さえる） 
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PLAY 再生 再生メトロノームトグル 

RECORD 録音 録音メトロノームトグル 

   

TRACK ◄ １トラック左/上へ移動 Loop In 設定 

TRACK ► １トラック右/下へ移動 Loop Out 設定 

LOOP ループモードトグル パンチモードトグル 

FLIP フェーダーと選択したエンコーダーを
入れ替え 

モーターOn/Off (LED点灯) 

   

F1 F1 - ユーザー定義 F5 - ユーザー定義 

F2 F2 - ユーザー定義 F6 - ユーザー定義 
F3 F3 - ユーザー定義 F7 - ユーザー定義 

F4 F4 - ユーザー定義 F8 - ユーザー定義 

   

REC 録音アームOn/Off 全録音アーム解除（オールセイフ） 
SOLO トラックソロOn/Off 全ソロ解除 

MUTE トラックミュートOn/Off 全ミュート解除 

   
FOOTSWITCH ユーザー定義  
   

  
 

トランスポート 
下部のタッチ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）、
再生メトロノームトグル（SHIFT+再生）と録音メトロノームトグル（SHIFT+録音）となります。 
 

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： 
 

1. 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スクロールします。スクロール精度
はAlphaTrack Tools で設定します 

2. 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。 

3. タッチストリップの端に２回連続で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。 

4. オーディオスクラブするには、SHIFT を押すか固定し、1本か 2本の指を動かします。スクラブ精
度はAlphaTrack Tools で設定します。 

 
 
 
 
 

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。モードによっては FLIP
を適用するエンコーダーを自由に選択でき、この機能をさらに柔軟なものにします。FLIPボタンを押さえる
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と LCD ディスプレイには入れ替え可能なエンコーダーの隣りに「FLIP」と表示されます。FLIPボタンを押さ
えたまま任意のエンコーダーに触れればそのエンコーダーに FLIPモードが適用されます。FLIPボタンを押し
ても「FLIP」と表示されない場合、このモードでのアサイン入れ替えはできません。 
 
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。 
 
注：EQプラグインを含む一部のプラグインにはエンコーダーによる調整に良好に反応しないパラメーターが
ある可能性があります。これは AlphaTrack に起因する問題ではなく、プラグイン インターフェースの制限
によるものです。この際、より高精度のフェーダーに FLIP することでうまく調整を行えることもあります。 

モーターOn/Off 
 
AlphaTrack のフェーダーモーターを切る（例えばノートパソコンの電池を節約するため）にはSHIFT+FLIP
を押します。SHIFT を押さえている間 FLIP LEDがモーターOn/Off 状態を示します。 

AlphaTrack ‘Tools’パネル 
 
AlphaTrack tools パネル（SONAR の Tools メニューからアクセス）では AlphaTrack の動作を簡単に設
定できるほか、複数の設定を保存/リコールできます。各セクションの詳細は下記の通りとなります。  
 

 

ユーザー定義ボタン 
 
 
ユーザー定義キーコンビネーションとフットスイッチはSONAR/Options/Key Bindings メニュー、または
SONAR/Tools/AlphaTrack パネルで設定できます。Tools メニューパネルではカスタムコマンドを定義可
能ボタンやフットスイッチにアサインできるほか、様々な作業に適した設定を複数保存できます。アサイン可
能なコマンドには SONAR メニューのオプション全てのほか、いくつかの「バーチャル」キー（Enter、Esc、
スペースバー、矢印キーなど）のコンビネーションが含まれ、特別な機能などにもアクセス可能です。 
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注：デフォルトでは F1 - F8 は選択トラックの保存とリコールを司ります。この２セットのカスタムコマンド
によってユーザーは最高４トラックの間を素早くトグルできます。 
 
F1 - F8の機能を変更するには任意のボタンのポップアップメニューのリストからアサインする機能を選択し
ます。こうして作成した設定は、左上角の Presets 欄に名前を入れ、隣りのディスクアイコンをクリックす
ることで保存できます。 
 
Plug-In モード 
 
AlphaTrack の Plug-In モードを選択した際、標準またはACT 動作のどちらが使用されるか指定します。
ACT 機能については前述をご参照ください。 
 
 
ジョグ精度 
 
スクロールストリップの指１本でのジョグ操作の精度をMeasures（小節）、Beats（拍）、Ticks（ティッ
ク） x 100 の中から選択できます。指２本で操作するシャトルの精度はいつも１拍です。 
 
 
トラックナビゲーション 
 
AlphaTrack tools パネルにて「Skip Archived Tracks」オプションが有効になっている場合、archive さ
れたトラックは全て AlphaTrack では表示されません。これにより多くのトラックが既に完成しているプロ
ジェクトなどでの使い勝手が大きく向上します。  
 
 
オーディオのスクラブ 
 
SHIFT ボタンを押さえながら、またはラッチし、タッチストリップを通常通り指１本または２本で操作して
プロジェクトのオーディオをスクラブします。スクラブの精度は前述のとおりAlphaTrack Tools メニュー
内の Jog Resolution 設定で変更可能です。最も使いやすい精度を指定するにはAlphaTrack Tools ウィンド
ウを開いたまま色々な設定を試してみると良いでしょう 
 
注： SONAR のスクラブモードはストリップに触れている間は常に有効となります。そのためスクラブを始
めるために一時的にSHIFT を押した後はスクラブ操作を行っている限りスクラブモードが続きます。タッチ
ストリップから指を放すとスクラブモードは解除されます。 


