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DAWソフト

アビッド テクノロジー　 www.avid.com/JP

≪動作環境≫
＊ Mac：OS X 10.8.5（Pro Tools 12.5以降はサポートされません）

／10.9.5（Pro Tools 12.8以降はサポートされません）／10.10.5
（Pro Tools 12.8.2以降はサポートされません）／10.11.6または
10.12.6（Pro Tools 12.8以降のみで対応）

＊ Windows：Windows 7（64ビットのHome Premium/Profes 
sional/Ultimateエディション）／Windows 8/8.1／Windows 
10（以上、64ビットのHome/Pro/Enterpriseエディション）

＊ 共通：INTEL Core I5プロセッサー、16GBのRAM（32GB以上
を推奨）、15GBのディスク空き容量（インストール時）、インター
ネット環境（インストール時）、USB端子（iLokオーソライズ時。
iLok 2またはiLok 3）、64ビットのAAXプラグインに対応

≪製品概要≫

スタジオで標準DAWとされているソフト。時間軸上にトラック
が並ぶ“編集ウィンドウ”と、ハードウェア・ミキサーを模した
“ミックスウィンドウ”を基本構成としています。編集ウィンドウ
では、別画面を開くことなくオーディオやMIDIをそのデータの
最小単位まで編集可能。ミックスウィンドウでは信号の柔軟な
ルーティングが行えます。初心者はPro Tools｜First（無償）か
ら始めるのがお勧め。保存できるプロジェクト（曲のファイル）
は３つまでですが、Pro Toolsのほぼ全機能を使うことができま
す。操作に慣れたら、ソフトの購入を。１カ月または１年の単位
でソフトを使用する権利を購入できるサブスクリプション・ライ
センスなどの販売形態もありますが、ここでは永続ライセンス

（70,800円）を推薦。購入すれば永続的に使用でき、１年間の無
償アップグレード権や17種類のプラグイン特典（年間サブスク
リプション）も利用できます。サポートが必要な場合は、年間サ
ポート・プランを別途11,000円で購入可能です。

ハイクオリティなオーディオ編集に加え
クリエイター向けのMIDI機能も盤石

AVID

Pro Tools 12

◀Pro�Tools�12
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お気に入り機能

使いやすいミキサーと強力なプラグイン

　ハードウェア・シーケンサーを皮切りにさまざ
まな音楽制作ソフトを使い、40年近く音楽を作
り続けてきた僕が、この20年の間メインで使用
しているのがPro�Tools。なぜPro�Toolsがメ
インとなったのか？　その答えは極めてシンプ
ル。MIDI打ち込み主体で音楽制作する時代を経
て、21世紀はオーディオを自在に扱うことが基
本となったからです。以前はMIDI機器に細かく
数値を入力して可能な限りの音色変化を作り出
していましたが、昨今はDAW内でオーディオを
磨いて組み合わせ、曲としてのストーリーを作っ
ていくのが主流です。
　これをやるには楽器の演奏能力やアレンジと
いったノウハウ以上にエンジニア的な知見が必
要なのですが、Pro�Toolsはその辺りへのサポー
トが最高。例えばミックスウィンドウ（ミキサー
画面）は視認性が非常に高く、付属のデモ・ソン
グで仕組みを理解すれば、あっという間に使え
るようになります。これと同様に、標準搭載の
プラグイン・エフェクトも秀逸。例えばベース
のトラックにEQやコンプをインサートし、双方
の“ベース用プリセット”をロードするだけで音

作りのお手本が体験できます。これら標準搭載
プラグインは、即戦力とも言えるでしょう。

卓越したオーディオ編集の機能

　ミックスウィンドウとは別途用意されている
編集ウィンドウも、仕組みを理解すれば利便性の
高さを実感するはず。旬の制作方法であるオー
ディオ編集がやりやすく、数あるDAWの中でも
頭一つ抜けていると感じています。さまざまな
パラメーターを細かく設定できるのもさること
ながら、ショートカットが非常に便利。覚えてし
まえばホント、マウス要らずです。Pro�Toolsは
“レコーディング・スタジオの標準ソフト”と言
われ、あらゆるスタジオに導入されています。な
ので、いったん使えるようになると、どの現場で
も自宅と同じ感覚で扱えるのが快感です。
　MIDI機能が少ないと言われていたのは昔の
話で、バージョン８辺りからの進化によって打ち
込みもそん色なく行えます。そしてもともと録
音／編集ソフトから出発しているDAWなので、
音のクオリティは折り紙付き。名前とは真逆か
もしれませんが、僕はすべてが明確に可視化さ
れているPro�Toolsこそ、初心者の方が入りや
すいソフトなのではないかと思います。

Text by�Watusi
Lori�FineとのユニットCOLDFEET、TDO、DUBFORCEのプログラマー／
ベーシスト／DJ。長きにわたる経験に裏付けられた“日本から未来へつな
がっていくバレアリックな音楽”を量産し、国内外へ発信し続けている。

1Beat Detective

WatusiのWatusiが
語る

Pro Toolsの
ココがすごい！

3 新たなMIDI機能
Pro Toolsで打ち込みから音作り、ミックスまでこなす僕にとっては、さまざ
まなMIDIの新機能が導入されたこともありがたい。特にキーストロークと
いう機能によって、グリッドとナッジ（オーディオ／MIDIクリップの位置を
音符／秒／サンプル／タイム・コード／フレームなどさまざまな単位で微調
整できる機能）のサイズや、鉛筆などの編集ツールを素早く変更できるよう
になったのは、すごく便利。またMIDI鍵盤などでコードを押さえると、かな
り複雑な和音でもきちんとコード・ネーム（単音の場合はノート）を表示して
くれるのも楽しい改善点。こうしたMIDI機能のブラッシュ・アップは、クリ
エイターにも安心感たっぷりです。

2 コミット

インストゥルメント・トラックをそのままオーディオ・トラック化でき
る機能で、バージョン12から追加されたものです。インストゥルメン
トをたくさん立ち上げたままだとCPU負荷が大きくなりがちなので、
マシン・パワーと戦いながらの作業に有効。またAAXプラグインのイ
ンストゥルメントだけでなく、ReWireで同期させて使う外部ソフトに
も対応し、より幅広いインストゥルメントをオーディオ化してPro 
Toolsのエフェクトで磨いていく……といったことが可能です。

さまざまなサンプルを使ってダンス・ミュージックを作る僕には、オーディ
オ・ループなどを音符単位もしくはアタックの部分で切り分け、それをグ
ルーブのテンプレートにもしてくれる“Beat Detective”機能が便利。実
はブレイクビーツのようなドラム系サンプルだけでなく、ギターやベースの
ネタ、ボイス・サンプルなどにも使っています。切り分けたオーディオの順
序をさまざまに入れ替え、新しい発想を得たいときなどにも頼っています。
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チャンネル・ストリップ Channel Strip

EQ EQ III（１バンド）

こちらは比較的新しい標準搭載プラグイン。ネイティブ／DSPの両方
の環境で使えるチャンネル・ストリップで、どんな音色にでも対応でき
るため実に重宝しています。何と言っても秀逸なのがEQで、音楽的な
効き方をしてくれる上、任意の周波数帯域のスピーカー・マークをク
リックすると、その帯域の音だけをモニターできるという機能も最高で
す。一番先に手が伸びる一品。

インサートしたトラックの超低域を増強するエ
フェクト。そのサウンドは恐ろしく太く濃く、驚か
せてくれます。付加する重低音をおいしく仕上げ
るために“DRIVE”というパラメーターが備わっ
ていて（幾つか用意されたモードがまた秀逸）、た
だ実音に超低域が薄っすらと付け加えられるだけ
でなく、ひずみ感をうまく足すことで、うるさ過ぎ
ない今時の重低音が得られます。なお、このプラ
グインはPro Tools｜HDのユーザーのみ年間
アップグレード・プラン内で入手可能です。

見た目もネーミングも往年のコーラス・ペダルBOSS CE-1
をほうふつさせるコーラス／ビブラート。昨今はやたらと
派手な音色変化を売りにするエフェクトが多い印象ですが、
このC1 Chorusでは先述のCE-1と同じく、実に音楽的な
コーラス／ビブラートを加えられます。その上、ビブラート
の周期などをプロジェクトのテンポに同期させてくれる現
代的な機能（音符単位で周期を設定可能）も付いている、
とってもナイスなプラグイン！

やっぱり好きですテープ・エコー。この
Tape Echoは、かつて10数台は実機の
テープ・エコーを所有していた好き者の
僕も興奮した逸品で、音作りをしっかり
と追い込めます。発振時の詰まった感じ
など、サウンドがよくできていますね。
Tape Echoでは、テープや実機本体の
コンディションをシミュレートできるの
ですが、僕にはTAPE HISSというボタ
ンをオンにしたときの“使える悪さ”が
ツボ。エコーとして使うだけでなく、“音
を汚す”（＝質感を加える）ためのエフェ
クトとしても幅広いパートに使えます。

標準搭載プラグイン

コーラス／ビブラート C1 Chorus

超低域エンハンサー Pro Subharmonic
ディレイ Tape Echo

ディストーション・ペダルを意識したひずみエフェクトで、
ギターやベースにはもちろん、ROLAND TR-909系のキッ
クにも使えます。適度なつぶれ方と、帯域ごとのバランス
をうまく調整できるTREBLE/BASSのトーン・コント
ロールにより、攻撃的なキックが簡単な操作で作れます。
そのサウンドを気に入るあまり、マスターにインサートし
てた経験までアリ（予想通り、マスター・エフェクトとして
はひずみ過ぎましたが……）。

ディストーション DC Distortion

僕がほとんどのトラックの一番最初にインサートしている
EQ。これで何をしているのかと言うと、各トラックの音色
に合わせた少しばかりのローカット、そしてレベル適正化
のためのインプット音量の調整（いわゆるフェーダー前の
トリム）です。EQ IIIをよく使う理由は、音に悪い影響が無
く、分かりやすくローカットでき、しかも動作が軽いから。
とっても大事なことです。

Watusiオ
ススメの


