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はじめに／各部の名称と機能

はじめに
　この度は、アカイ・プロフェッショナル APC40をお買い求めいただき誠にありがとうござ

います。APC40は、ドイツ Ableton社開発のDAW「Live」のパフォーマンスを最大限に生か

す為にAKAI professionalとの共同開発で生まれた、最新のパ

フォーマンス・コントローラーです。すでにLiveに精通している

方は勿論のこと、これから初めてお使いになる方にもAbleton

Liveのライト版が付属していますので、購入したその日から

APC40によるパフォーマンスとその魅力に充分に触れる事が

できます。

注意 : すでにAbleton Liveをお使いの方は、www.Ableton.comから、APC40が正式サポートされ
た最新版アップデータを必ずダウンロードし、最新バージョンのLiveでAPC40をお使い
ください。 バージョン6や5のLiveでもAPC40をお使い頂くことは可能ですが、一部のボ
タンなどをお使い頂く事は出来ません。また、本製品はLive内のソフトウェアにあるレッ
スンとAbleton Liveの取扱説明書もあわせてご参照いただきながら、APC40に慣れて頂
ければと思います。

■ すでにAbleton Liveをお使いの方

APC40をお選びいただいた方の多くは、既にAbleton Liveをお使いの方がほとんどで

しょう。このクイックマニュアルでは、P.2「APC40の接続」からお読みいただき、APC40

とコンピューターが正常に接続しあとにAbleton Liveの設定と各部の名称や機能につい

て説明していきます。

また、既にLive 8もしくはLive 7の最新アップデータでアップデートしてお使いの方

は、本製品付属の「Ableton Live lite “Akai professional APC Edition”」をインス

トールする必要は特にありません。上記Ableton Live通常版にはAPC40を使用するに

あたっての特殊なプロファイルがソフトウェアにあらかじめ組み込まれています。

■ 初めてAbleton Liveを使われる方

Ableton Liveをお持ちでなく、かつ初めてお使いの方は、本製品付属の無償版「Ableton

Live lite “Akai professional APC Edition”」のインストーラーCD-ROMが付属して

おります。本説明書をこのまま順を追ってお読み下さい。
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付属ソフト（Live lite AKAI professional APC Edition）をインストールする

本製品に付属のAbleton Live “Akai Profesisonal APC Edition” をインストールするに

は、まず付属のソフトウェアCDをコンピュータに挿入します。あとは画面上の指示に従って

インストールを進めてください。また、本製品付属のAbleton Live “Akai Profesisonal APC

Edition” をインストールするにはインターネットへの接続環境が前提となっております。

接続

1. APC40に付属の電源アダプターを接続します。

※　本製品バンドルの「ABLETON LIVE LITE」について

本製品付属CD-ROMに収録のDAWソフト「Ableton Live lite」はOEM供給の為、弊社ならびに国内代
理店様においてのテクニカルサポートサービスは取り扱っておりません。「Ableton Live lite」のお
取り扱いに関するお問い合わせは弊社ではいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

注意: APC40はUSBバスパワーで動作いたしません。
ご使用の際には、必ず付属の電源アダプターをお使い
下さい。

2. コンピューターとAPC40を付属のUSBケーブルで
接続します。

3. フットスイッチを接続したい場合は、背面のFS1/
FS2端子に接続します。

4. APC40の電源をいれます。

5. Ableton Liveを起動します。

APC40を使用するに際し、コンピュータへのドライバーのインストール作業は、特に必

要ありません。

接続を終えたら、次はAbleton Liveが、APC40を認識するために必要な設定をしていき

ます。
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はじめに／各部の名称と機能

Ableton Liveのセットアップ
APC40を接続し終え、本体の電源を投入した後に、Ableton Liveを起動しましょう。Ableton

Live起動後、APC40を正確に認識出来るよう、設定していただく必要があります。

1. ファイルメニュー「Live」をクリック
し、プルダウンされるメニューの中か
ら「環境設定」を開きます。

2. ウィンドウ右側の「MIDI Sync」タブ
をクリックします。

3. ウィンドウ上部にある「コントロールサーフェス」から「APC40」を選択します。

APC40はLive8、および7最新版にてネイティブ対応されていますので、この項目で上記

の様に選択することで設定は終了です。

MIDI の再マッピングについて:

Ableton Liveの最新版では、APC40を使用するにあたり、その機能が最大限に発揮できるよう最
適化されマッピングされています。もし、独自のMIDIマッピングをして使いたい場合は、
Ableton Live の画面右上にある「MIDI」をクリックすることで「MIDIマップモード」になります
ので、ここでMIDIリモート・コントロールのアサインをして下さい。この方法の詳細は「Ableton
Live」の取扱説明書やソフト内のレッスン、市販の関連書籍をご参照下さい。

NOTE: もし、APC40がネイティブ対応されていないバージョンのLiveで使いたい場合は、手動で設定
します。設定画面の中央～下部に表記されている「MIDI Ports」の項目で次の項目を設定します。

Input APC40 port 1 トラック：オン リモート：オン
Output APC40 port 1 トラック：オン リモート：オン

4.「環境設定」ウィンドウを閉じます。

Ableton Liveの初回起動時に、画面右側にAbleton Liveのレッスンが表示されます。（表

示されていない時は「ヘルプ」メニューをプルダウンし「レッスン目次」あるいは「すべての

レッスン」を選択しましょう）。ここには初歩的なLiveの操作方法に加え、APC40を使用

してLiveを活用するためのヒントが書かれている項目があります。

Ableton Liveを初めて使われる方は、まずは「Liveツアー」をクリックし、じっくりと読み

ながら実際に操作して頂く事で、このソフトにすぐに慣れ親しんで頂けるでしょう。

また、Liveを既に熟知された方も「APC40を使用する」の項目で、実際のAPC40の使用方

法を簡単に学習出来る事と思います。 ソフト、ハード両面の理解の為にも、Ableton Live

の「レッスン」と共に取扱説明書もあわせてご参照頂く事を強くお奨めいたします。
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各部の名称と機能
・APC40 トップパネル

・Ableton Live セッションビュー画面
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はじめに／各部の名称と機能

■トップパネル

クリップラウンチ・ボタン／セッション・オーバービュー

8 x 5で並んだこのボタンは、2つの役割を果たします。

ヒント： Ableton Liveの画面には、赤いラインの四角いフレームが表示されます。8 x 5 の範囲で囲われた
このフレームは、APC40本体のクリップランチボタンの操作対象になっている範囲が表示されています。
[SHIFT]ボタンを押したままにする事でAPC40はセッション・オーバービューになりますが、これと同じ
内容です。

クリップ・ラウンチボタンの識別は以下の通りです。

無点灯 ＝ スロットにクリップがセットされていない。

オレンジ ＝クリップはセットされているが、停止中。

グリーン ＝クリップがセットされ、再生中。

レッド ＝クリップを録音中。

> セッション・オーバービューとしての機能

[SHIFT]ボタンを押したままにする事でこのクリップボタンを「セッション・オーバー

ビュー」として使用する事が出来ます。セッション・オーバービュー・モードは、Liveのセッ

ション内にあるスロットの状況（全体像）をこのボタンで視覚化し、かつ現在APC40の操

作対象になっている範囲がどこなのかを確認する事も出来ます。APC40でクリップを操

作する対象になるのは「8トラック x 5クリップ」の範囲ですが、このセッション・オーバー

ビューでは、トラックとクリップ・スロットが増えた際でも、おおまかな全体像をAPC40

から見渡す事が出来ます。

> クリップ・ラウンチボタンとしての機能（クリップラウンチ・ビュー）

このボタンはAbleton Live「セッション・ビュー」内のク
リップ・ラウンチボタン（クリップを再生させたり止めた
りするボタン）として機能します。この8 x 5の並びは、
それぞれ縦の列がAbleton Liveの「トラック」に該当し、
1つのトラックごとに５個のボタンが配置されていま
す。この5個のボタンはLive「セッション・ビュー」におけ
るスロット（クリップを配置するスロット）としての役割
を果たし、ボタンが点灯する色によってそのスロットの
状況が表されます。
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無点灯 ＝ 8 x 5 のグリッド内のスロットには何もセットされていません。

オレンジ ＝ APC40が現在選択している 8 x 5 のクリップ・スロット範囲。

グリーン ＝ 8｠x 5 のグリッド内に演奏しているクリップ・スロットがあります。

レッド ＝ 8｠x 5 のグリッド内に演奏中のクリップ・スロットはありません。

ヒント：クリップ・ラウンチ・ビューで、8｠x 5 の区切りを「またいで」選択している時は、セッションオー
バービューにおいて両方のボタンが点灯して表示されるでしょう。

例えば、20個のクリップが配置された16トラックのセッション（20 x16）があるとします。

APC40起動時のクリップ・ラウンチ・ビュー（デフォルト）では、このトラックの「1～8トラッ

ク、1～5番までのクリップ」がAPC40のクリップラウンチ・ボタンに表示されるでしょう。

ここで[SHIFT]ボタンを押したまま、「  バンクセレクト・キー(BANK SELECT)」の[  ]キー

を押す事で、「9～16トラックの、1～5番までのクリップ」がAPC40のクリップラウンチ・ボ

タンで表されます。
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はじめに／各部の名称と機能

シフト・ボタン (SHIFT)

このボタンはAPC40の補助機能的な役割として使います。（APC40のパネル上に赤い文

字で書かれているボタンは、この[SHIFT]ボタンとの組み合わせで機能します）  デバイ

スコントロール・セクション(DEVICE CONTROL)のバンク切り替えや、セッション・オー

バービュー・モードにする時に使用します。

シーン再生ボタン（SCENE LAUNCH）

縦に5個並んだこのボタンは、Ableton Liveの「セッ

ション・ビュー」における「シーン」再生ボタンと同じ

機能です。このボタンを押す事で横側の同列にあるす

べてのクリップを同時にラウンチ（再生）します。

クリップ停止ボタン (CLIP STOP)

トラックにあるクリップの再生を停止させます。（APC40のクリップラウンチ・ビューで

見えていない範囲にあるクリップであっても停止します）

全クリップ停止ボタン (STOP ALL CLIPS)

このボタンは全トラックの再生中クリップを停止させます。Ableotn Live「セッション・

ビュー」内「マスタートラックステータス」にある「Stop Clips」と同じ機能です。

注意: トランスポート・コントローラーの[STOP]ボタンとは、ふるまいが違います。

トラックコントロール・セクション (TRACK CONTROL SECTION)

Ableton Live「セッション・ミキサー」にある各トラック

の左右の定位(PAN)、センド・コントロールのA ～ C

(SEND A～C)に対応しています。該当する項目のスイッ

チ（PAN, SEND A, SEND B, SEND C ）を押す事で、選

択中の8つのトラック別ノブが機能します。

トラック選択ボタン(TRACK SELECTION)

デバイスコントロール・セクション(DEVICE CONTROL →  )の操作対象になるトラッ

クをこのボタンで決定します。選択中の1～8トラックの他にマスタートラック(MASTER)

も選択可能です。
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デバイスコントロール・セクション（DEVICE CONTROL SECTION）

選択中のデバイスはこのセクションにある8個のノブ

を使って操作することが出来ます。また、このコント

ローラは8つの「バンク」があり、合計で64個のパラ

メータを操作する事が可能です。

コントロールバンクの切り替えは、[SHIFT]ボタンを

押したまま、ノブのすぐ下の8個のボタン（ コマンド

コントロール・ボタン）の右側に数字が表記されてい

ますので任意の番号ボタンを押します。

トラック・アクティベータ・ボタン (ACTIVATOR)

このボタンで各トラックのミュートをすることができます。

ソロ・スイッチ (SOLO / CUE)

このボタンを押す事でトラックをソロ（キュー出力）にします。

録音アーム・ボタン (RECORD / ARM)

このボタンで各トラックを録音可能状態にします。

ボリューム・コントロール・フェーダー

トラックの出力レベルをコントロールします。

CLIP/TRACK クリップビューとトラックビューの切り替え。

DEVICE ON/OFF トラックビュー内で、選択中のデバイスのオン／オフ。

　　　← 1つ前のデバイスを選択。

　　　→ 次のデバイスを選択。

DETAIL VIEW 詳細ビュー（クリップ／トラックビュー）表示のオン／オフ。

REC QUANTIZATION MIDIレコーディングの際の「録音クオンタイゼーション」のオン／オフ。

MIDI OVERDUB 「オーバーダブ」スイッチのオン／オフ。

METRONOME メトロノームのオン／オフ。

Ableton Live コマンドコントロール・ボタン

Ableton Liveにあるいくつかの機能を、このボタンを

押してコントロールできます。
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はじめに／各部の名称と機能

キュー・ボリューム・コントロールノブ

キュー出力のボリュームを調整します。キュー出力された音をモニ

ターしたり、サンプルのプレビューに使用します。

ヒント：Ableton Liveのセッションビュー上で、8 x 5のクリッ
プの範囲を赤い枠が表示されるています。これはAPC40の
クリップラウンチビューの操作範囲を表しています。

ナッジボタン (NUDGE -/+)

このボタンで全体のテンポをナッジング（再生速度を一時的に上げ下げ）します。これは

Ableton Live「コントロールバー」の「テンポフィールド」にあるボタンと同じ物です。

タップテンポ・ボタン (TAP TEMPO)

このボタンを叩いて全体のテンポを決定する事が出来ます。これはAbleton Live「コン

トロールバー」の「タップテンポ・ボタン」と同じ物です。

バンクセレクト・キー (BANK SELECT)

このキーで、Ableton Live「セッションビュー」のトラック選択、シーン選択を行います。

[ < ] , [ > ]キーでトラックの選択、[ 上 ], [ 下 ]キーで、シーンの選択をします。

[SHIFT] キーを押したまま [  ] キー or [   ] キー　=　8トラックずつ移動

[SHIFT] キーを押したまま [ ] キー or [ ] キー　=　5シーンずつ移動

トランスポート・コントローラ (PLAY, STOP, REC)

Ableton Liveのコントロールバーにあるボタン同様、「再生／

停止／録音」の機能があります。

クロスフェーダ

Ableton Live「セッション・ミキサー」にあるクロス

フェーダと同じ機能です。ただし、各トラックへのクロ

スフェード・アサイン（A or B）はソフト上で行います。
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■リアパネル

電源入力 (POWER)

この端子に付属のアダプター（12V/2A）を

接続して使用します。

注意：APC40はUSBによるバスパワーでは動作いたしません。

電源コード・フック

電源アダプターのコードをこのフックにかけておくことで、本体から不意に電源コードが抜

けてしまう事故を防ぎます。

電源スイッチ (POWER)

電源スイッチです。APC40の電源のオン／オフをします。

USB接続端子 (USB)

本製品付属のUSBケーブルまたは市販のUSBケーブルでコンピューターと接続します。

フットスイッチ端子 (FS1, FS2)

一般的なフットスイッチ（サスティンペダルなど）をここに接続して使用します。

仕様
接続端子： USB端子, フットスイッチ端子 x 2, DC IN

外形寸法： 429mm  x  334mm  x  67mm (W x D x H)

電源： ACアダプター 12V/DC2A

付属品： USBケーブル、ACアダプター、日本語クイックガイド、
ソフトウェアCD-ROM（Ableton Live AKAI professional “APC40”Edition）






