
 

LOUPEDECK CT & 
ADOBE LIGHTROOM 
CLASSIC V.3.0  
向けユーザーガイド



目次
LOUPEDECK CTデバイスのご紹介� 3

堅牢な設計� 3

内部記憶装置� 3

Bluetooth� 3

取り外し可能なUSBケーブル� 3

Loupedeck CTコンソール� 3

汎用エレメント� 4

丸ボタンと四角ボタン� 5

LOUPEDECK CTのセットアップ� 10

Loupedeckセットアップ用ソフトウェアの概要�  10

設定�  15

ガイド� 15

ユーザーアクション� 16

LOUPEDECK CTの使用� 18

ホームビューとホームボタン� 18

丸ボタンと四角ボタン� 19

キーボード修飾子モード� 19

テンキーモード� 20

よく利用されるアクション� 20

機能（FN）ボタン� 21

ホイール画面ロック� 21

ダイヤル� 22

タッチスクリーンとタッチボタン� 22

ホイール� 23

タスクバーオプション� 25

LOUPEDECKの更新� 26

質問と回答�  26

Copyright (c) 2017 Loupedeck Ltd. 全著作権所有。 2



LOUPEDECK CTデバイスのご紹介
Loupedeck CTは、クリエイティブなプロセスをサポートするために作られた多目的デバイスです。内部記憶装置、�Bluetooth

接続�（今後のソフトウェアのアップデートで利用可能）、最大12のプレス機能を処理する2つのタッチスクリーン（ページ数は
無限）、7つのロータリーコントローラー（うち6つはプレス機能対応）、20のボタンを備えています。

堅牢な設計

Loupedeck CTのフロントプレートとダイヤルキャップは陽極酸化コートのアルミニウム製（ブラック）です。バックプレート
は工業用プラスチックで作られています。

四角ボタンの下には堅牢なゲームスイッチが配され、丸ボタンには高い使用頻度に耐えるドームスイッチが使用されていま
す。ボタンはすべてRGBライトで照らされています。

LCDディスプレイはどちらも、耐久性のあるプラスチックカバー（タッチグリッドを含むタッチスクリーン）で保護されています。

内部記憶装置

Loupedeck CTには、便利な8GBの内部メモリユニットが装備されています。プロジェクトやその他の重要なファイルを、�
自宅やスタジオなどの編集場所間で転送できます。また、個人プロファイルをデバイスに保存して、どこでも使用できます。

BLUETOOTH

Loupedeck CTはBluetooth機能を搭載しています。これは、今後のソフトウェアのアップデートで利用可能になります。

取り外し可能なUSBケーブル

Loupedeck CTには以下が装備されています。

• 1mの取り外し可能なUSBケーブル

LOUPEDECK CTコンソール

Loupedeck CTの制御エレメントは次のとおりです。回転ダイヤル�× 6（プレス機能付）、タッチスクリーン（タッチボタン
付）、丸ボタン�× 8、四角ボタン�× 12、回転ホイール（タッチセンシティブホイールスクリーンとペア）。上記5つのエレメント
は、2つのグループに分類されています。

グループ1：汎用エレメント

グループ2：Workspaceエレメント
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汎用エレメント

2番目のグループである汎用エレメントには、創作プロセス
全般で必要とされる機能（例：保存機能、ナビゲーション矢
印）が含まれています。以下のボタンは、workspaceが変更
されても変わりません。

a. 丸ボタン

b. 四角ボタン

 WORKSPACEエレメント

このグループは、workspaceで制御されます。�
各workspaceには、個別のコントロールセットがあり�
ます（例：レーティングworkspaceのダイヤルは、色調整
workspaceのダイヤルとは異なります）。

a. ダイヤル

b. タッチボタン

c. ホイール（タッチスクリーン 付き）

汎用エレメント

Lightroom Classicを使用する場合の丸ボタンは、workspace間の移動専用です。丸ボタンには1〜8の数字が付いてお
り、割り当てられたアクションの種類に応じて色が違います（例：緑はworkspaceを示す）。

注意！ 例えば、workspaceリンクがタッチボタンに割り当てられている場合、workspaceが変更されると、タッチボタンのコ
ンテンツが変更されるため、リンクは利用できません。

四角ボタンは、有効化されたworkspaceまたはLightroomモジュール（例：ライブラリ、開発）に関係なく、随時必要とされ
る最も使用頻度の高いアクション専用です。

丸ボタンとは異なり、四角ボタンには一連のアクションを示すラベルが事前に付けられています。ラベルのアクションは、ほ
とんどすべての編集ソフトウェアに共通するものです（例：保存、入力、ナビゲーション矢印）。
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丸ボタンと同様に、四角ボタンはRGBカラーLEDで照らされ、割り当てられたアクションの種類に応じて色が変わります（例：紫
色はアクションを示す）。

Workspaceエレメント

ダイヤルは、最も使用頻度の高い調整機能（例：基本調整workspaceの露出）を優先しています。ダイヤルには、ほとんどの場合、
リセット調整値をバインドするプレス機能があります（例：コントラストダイヤルを押すと、コントラストがゼロにリセットされます）。

ヒント！ 値をリセットする必要がない場合は、ダイヤルに別のプレス機能を割り当てることができます。例えば、自動トーン
アクションを露出ダイヤルのプレス機能として、自動ホワイトバランスを温度や色調ダイヤルのプレス機能として設定する
と、編集プロセスがスピードアップします！

タッチボタン（タッチスクリーン上）には、すべてのworkspace内で最も使用頻度の高いアクションが含まれます（例：レーティング
workspaceで3つ星評価する）。workspacesによっては、異なるアクションが複数ページにわたるものがあります。これらのペー
ジはworkspaceの最初のタッチページにリンクされており、画面を水平にスワイプしなくても簡単かつ迅速にアクセスできます。

workspaceによっては、ファーストタッチページにダイヤルまたはホイールのページリンクが含まれているものもあります。通常、
これらのリンクは、一般的に使用されないツールセット（例：色調整workspaceのカメラキャリブレーションホイール）用です。

ホイールには、回転機能（ホイールリング）とタッチ機能（ホイールスクリーン）の両方が装備されています。ほとんどすべての
workspaceには、ホイールにはさまざまなツールセット用のセレクター、メニューがあります。例えば、基本調整workspaceに
は、トーンカーブ、ノイズリダクション、シャープニング、ビネットツール用のホイールセレクターがあります。これらのリンクのいず
れかを押すと、ホイールで使用されるツールのセットが開きます。

一部のworkspacesには、ホイール専用の小さな調整機能セットまたはアクションセットがあります。こういった場合、セレクタメ
ニューなしでアクションと調整機能がホイールに割り当てられます（例：レーティングWorkspaceにはグリッドビュー、ルーペビュ
ー、3つ星評価）。

丸ボタンと四角ボタン
Lightroom用Loupedeck CTの規定のプロファイルでは、一般的なア
クション（入力など）に四角ボタンを使用し、workspacesをナビゲート
するために丸ボタンを使用しますが、それに加えて、丸ボタンにもいくつ
かの一般的なアクションが割り当てられています。これらのアクションは
workspaceの状態（起動の前か後か、など）に関係なく、随時必要となる
ものです。

この章では、四角ボタンと丸ボタンに割り当てられているすべてのアクシ
ョンについて説明します。ユーザーのワークフローを向上させるのに役立
つヒントにもご注目ください。	
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オプション名 アイテム 可能な操作

四角ボタン 
（通常）

一般的な情報

四角ボタンは、編集プロセスで随時必要とされる最も一般的な機能に
優先的に割り当てられています。

カスタマイズ可能なボタンを含め、四角ボタンには基本的にあらかじ
めラベルがつけられています。これらボタンの機能は、サポートされて
いるすべてのソフトウェアにおいてまったく同じではないとしても非常
に似たものであるためです。例えば、[保存] ボタンには、サポートされ
ているどんなソフトウェアでも、保存またはエクスポートする機能が含
まれています。

四角ボタン 
（固定）

ホーム（�O ）

FN + ホーム

Lightroomを使用する場合、ホームボタンには複数の機能があります。
ホームボタンを押すと、現在有効なものに応じて4段階で機能します。

ホーム（�O ）を押すと、以下を実行します。

－� �ローカルツール（トリミングツールなど）内の最初のページを
表示する

－� �ローカルツールを適用して終了する 

－� �現在のworkspaceの最初のページを表示する

－� �ホームビューにジャンプする

ホームボタンの特別な機能：

FNとホームボタンを押すと、OS固有の機能（例：ラップトップ画面の明
るさ、メディアやデスクトップコントロール）を制御するシステムプラグ
インが有効になります。システムプラグインを使用する場合、以前に使
用した編集ソフトウェア（この場合はLightroom）を有効にするには、�
もう一度 [ホーム] を押します。

ヒント！ ホームビューを、workspaces間の移動のために使うのではな
く、workspacesへの簡単なアクセスポイントとなるworkspace用「ブ
ラウザ」として使い、使用頻度の高いアクション（例：フルスクリーン）を
丸ボタンに割り当てることでもできます！

Enter（����）を押すと、
開いているダイアログ
に「OK」が適用されま
す。FNとEnter（����）を
押すと、ESCを適用し、
ダイアログがキャンセ
ルされます。

[キーボードモード] をクリックすると、キーボード修飾子モードがON 
またはOFFに設定されます。

これは、Loupedeck+ でのみ動作します。
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オプション名 アイテム 可能な操作

キーボード（�����）、

FN+ キーボード

キーボードボタン（�����）を押すと、丸ボタンがキーボード修飾子に変わ
ります（例：Tab、Shift、Ctrlなどがボタンの下に表示されます）。キーボ
ードボタンをもう一度押すと、キーボード修飾子が終了し、丸ボタンは
割り当ての機能に戻ります。

ヒント！ キーボードボタンを押したままにしてキーボード修飾子を使用
することもできます（例：単一の画像を削除するには、キーボード�+�7を
押します）。この方法なら、すべての丸ボタンのキーボード修飾子を有
効にしないですみます。

FNとキーボードボタンを押すと、テンキーモードが有効になります。�
FNとキーボードボタンをもう一度押すと、テンキーモードが終了します。

FN 、

FN + FN

FNと丸ボタンを押すと、第2レベルのアクションとリンクにアクセスし
ます。

FNと四角ボタンを押すと、第2レベルのアクションにアクセスします。

FNを押しホイールを回転させると、リストまたはアクションケーキに移
動します。

FNとFNを押すと、ホイール画面のスワイプをロックして、前または次の
ホイールページに誤って移動しないようにします。FNとFNをもう一度
押すと、ロックが解除されます。

FNを押しホイール画面をスワイプすると、前または次のホイールペー
ジに移動します。

四角ボタン 
（カスタマイズ可能）

Undo（元に戻す）

FN + Undo 
（元に戻す）

このボタンの組み合わせは完全にカスタマイズ可能で、必要に合わせ
て再割り当てできます。一部、FNを押すことでアクセスできるペア機能
を持つボタンがあります（例：Undo -> Redo）。

Undoを押すと、Lightroom履歴の以前の状態にジャンプします。�
FNとUndoを押すと、元に戻した操作をやり直します。

注意！ すべての調整機能には、変更がLightroomの履歴に書き込まれ
るまで1秒の遅延時間があります。状態の変更が履歴に表示される前
に�[Undo]�を押すと、変更が有効にならず、かつ、履歴に表示されてい
た以前の状態が取り消されてしまいます。

Save（保存する）、

FN + Save（保存する）

Saveを押すと、エクスポートダイアログが開きます。

FNとSaveを押すと、「フル解像度」のエクスポートプリセットが有効に
なります。

ヒント！エクスポートWorkspaceを最も使用頻度の高い単一画像のエ
クスポートプリセットに使用する代わりに、SaveとFN + Saveボタンに
エクスポートプリセットをカスタマイズすることもできます。こうすれば、
外出先で個々の画像をはるかに高速にエクスポートできます！
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オプション名 アイテム 可能な操作

A (    )、

B (    )、

C (    )、

D (    )、

E

FN + A (    )、

FN + B (    )、

FN + C (    )、

FN + D (    )、

FN + E

AからEまでの四角ボタンは、Lightroomで必要な最も一般的なアクシ
ョンに使用されます。

A(    )を押すと、上に移動します。

B(    )を押すと、下に移動します。

C(    )を押すと、左に移動します。

D(    )を押すと、右に移動します。

Eを押すと、画像のズームインとズームアウトが切り替わります。

FNとA(    )を押すと、すべての画像が選択されます。

FNとB(    )を押すと、すべての画像の選択が解除されます。

FNとC(    )を押すと、左側の画像が選択されます。

FNとD(    )を押すと、右側の画像が選択されます。

FNとEを押すと、画像情報がオーバーレイとして表示されます。

丸ボタンには、非常に便利な汎用機能（例：ALTと矢印でズームされた
画像内を移動する）に加え、workspaces間を移動する機能が優先的
に割り当てられています。

ヒント1！  ページ間を移動した後、workspaceボタンを押すと、各
workspaceエレメントに最初のページが設定されます。これは、[ホー
ム]��ボタンを押すのと同様の動きです。

ヒント2！ ワークフローに基づいてworkspacesを使用する場合は、プ
ロセスの順序で丸いボタンに割り当てます。その後に、1－2－3－4を
押して先に進みます！

ヒント3！�Lightroomsパネル上でworkspacesを使用する場合、2番目
のレベルをFNボタンで使用して、直感的にworkspacesを丸ボタンと
組みにします。この方法を取れば、例えば、トーンを制御するための調
整機能が同じボタンにあることを簡単に覚えることができます。

－	 基本パネル <-> トーンパネル

－	 HSLパネル <-> 分割調色パネル

－	 詳細パネル <-> 効果パネル

－	 レンズ補正 <-> カメラのキャリブレーション

1：レーティング

FN + 1：�
詳細なレーティング

1を押して、簡易レーティング（ライブラリ）workspaceにアクセスしま
す。このworkspaceは、Lightroomのライブラリモジュールを利用し、
最も必要なレーティングアクションのみが含められています。

FNと1を押して、詳細なレーティング（ライブラリ）workspaceにアクセ
スします。このworkspaceは、Lightroomのライブラリモジュールを利
用し、収集、レーティング、色のタグ付け、フラグ付け、コレクション作成
に必要なアクションのほぼ完全なセットが含められています。
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オプション名 アイテム 可能な操作

2：基本的な調整
2を押して、基本調整workspaceにアクセスします。このworkspace
は、トーンとその他の色に関連しない調整（例：シャープニング、ノイズリ
ダクション、ケラレ）専用です。

3：色調整（2）

3を押して、色調整2workspace にアクセスします。このworkspace
は、色相、 彩度、Luminance関数を使用して正確な色調整を必要とす
るユーザー向けです。

このworkspaceを使用して、白黒またはカラートーンの画像を作成す
ることもできます。

ホイールには、Lightroomで色を操作するときに必要になる追加のツ
ールがあります。

ヒント！正確なHSLの作業は必要ないが、色調に関する作業が必要な
場合は、「色調整」�workspaceを「色調整�2」の代わりに、丸ボタン3に
割り当てます。

4：キーボード�
修飾子：ALT

画像を拡大する場合：丸ボタン4を押したまま、ナビゲーション矢印を
使用して画像領域内を移動します。

切り抜きツールが有効な場合：丸ボタン4を押したまま、ナビゲーショ
ン矢印を使用して切り抜き領域の位置を微調整します。

注意！ Loupedeckでは、ALTを押して調整ダイヤルを回しても、しきい
値表示やLightroomの代替調整機能は有効になりません。

LTキーボード修飾子は、マウスを使用したLightroomのグラフィカル
ユーザーインターフェイスで調整機能を使用する場合にのみ動作しま
す。ALTを押すと、GUIでパネル情報が変更されます（例：基本パネル：
トーン -> トーンのリセット）。
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LOUPEDECK CTのセットアップ
Loupedeck CTのworkspace、ページ、アクションの管理は、Loupedeckセットアップ用アプリケーションを使用して行
います。

Loupedeckセットアップ(�  )の起動：

• Windows：

• タスクバー：

• タスクバーメニューの矢印を右クリック

• Loupedeckアイコンをダブルクリック、または

• Loupedeck Iconを右クリックして、「Loupedeck Setup ..（Loupedeckの設定）」を選択

• スタートメニュー

• 「Loupedeck Setup」を見つけてクリック

• いくつかの編集ソフトウェアから

• 詳細は、ソフトウェア固有のマニュアルを参照

• MacOS：

• メニューバー

• Loupedeckアイコンをクリック

• 「Open Setup..（セットアップを開く）」を選択

• アプリケーションフォルダ

• 「Loupedeck」を見つけてクリック

LOUPEDECKセットアップ用ソフトウェアの概要

Loupedeckの設定は、3つの主要セクションに分かれています。

A. 左側のセクションには、デバイスに割り当てることができるすべてのコンテンツが含まれています

B. 中央のセクションには、構成するデバイスとそのエレメントが含まれます

C. 右側のセクションには、現在選択されているエレメントのページすべてが含まれます（例：この図では、タッチボタン）
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1. L oupedeckの設定（� �）とクイックガイド（Guide）

2. 割り当てるコンテンツを検索します（Loupedeck CTで
ドラッグアンドドロップ）

3. 割り当て可能なworkspace、アクション、ツール、ペー
ジを含むグループ

4. 構成するworkspaceまたは汎用エレメント（例：ダイヤ
ル）を選択します

5. 通知バー

6. Loupedeck CTコンソール

7. 構成するLoupedeckデバイスを選択します 

8. 構成するアプリケーションを選択します

9. 構成するページを選択します

10. デバイスの状態

1 3 4 6 7 8 9 102 5
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WORKSPACEでの作業

Workspaceは、ツール（例：ブラシworkspace）またはワー
クフローの一部（例：カラーグレーディングworkspace）の
集合体と考えることができます。

Workspaceは、ダイヤル、タッチボタン、ホイールの3つの
Workspaceエレメントを制御します。Workspaceを別の
Workspaceに変更すると、これら3つのエレメントの内容も
変更されます。

自分のworkspaceを作成する

•  workspaceのメイングループを開きます 

•  + 記号（シアンの円�� �）をクリックして、workspace

を作成します

•  新しいworkspaceが作成され、リストの最下段に追加
されます

•  workspaceリスト内で上下にドラッグしてworkspace

を整理することができます。

Loupedeck CTにworkspaceを割り当てる

•  エレメントのタブを選択するか、workspaceを割り当て
るデバイス上のエレメントをクリックします。

• タッチボタン

• 丸ボタン

• 四角ボタン

•  workspaceのメイングループを開きます 

•  workspaceをグループから割り当てたいボタンにドラ
ッグアンドドロップします。

workspaceを構成する

•  WorkspaceグループからWorkspaceを1つ選択、または

•  デバイスから割り当てられたworkspaceを選択します 

•  左の列からデバイスにアクションをドラッグアンドドロ
ップしたり、デバイスからアクションをドラッグして削除
します（次章「Loupedeck CTへのアクションの割り当
て」参照）

• �ペン画像（� �）をクリックすると、workspaceの名前を
変更できます

•  ごみ箱画像（� �）をクリックすると、workspaceが削除
されます

ホームビュー（workspace）を構成する

•  workspaceリストの上部から [ホーム] を選択します

•  workspaceリスト（ [ホーム] の下）内で他の
workspaceグループ（ある場合）を開くか、

•  タッチスクリーンの上にworkspacesをドラッグアンド
ドロップします  
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アクションの割り当てと削除

各アクションは、編集ソフトウェア内のさまざまなツールや
機能を有効にします（例：ブラシツールの有効化、マーカー
の追加など）。これらの有効化（アクション）をLoupedeck 

CTデバイスに追加したり、デバイスから削除したりして、�
自分のワークフローに最適なものにすることができます。

デバイスにアクションを割り当てる��

• �構成するworkspaceまたは汎用エレメントを選択し�
ます

• Loupedeck CT画像のエレメントまたはエレメント
のタブをクリックします

•  左の列からアクションをドラッグアンドドロップします

• アクショングループリストの上部にある検索バーを使
用して、目的のアクションを検索します

• 次の中から対応するグループを開いて、目的のアクシ
ョンを手動で検索します：

• workspace、アクション、一般的なアクション、ツー
ル、ページ

デバイスからアクションを削除する��

• �構成するworkspaceまたは汎用エレメントを選択し�
ます

• �ページを選択します（ページが複数ある場合は、次章「
ページの操作」を参照）

• �割り当てられた機能をデバイスからLoupedeck CT画
像（赤い丸）の周囲の空いている領域にドラッグアンド
ドロップします

ページの操作

アクションをLoupedeck CTにドラッグすると、それらがペ
ージに追加されます。各エレメントは、少なくとも1ページ�
（例：ダイヤルページ、タッチページ、ホイールページ）に割
り当てられています。ページが割り当てられたアクションで
いっぱいになったら、新しいページを作成しアクションを追
加することができます。追加して利用できるページ数に制限
はありません。

ページの選択��

• �エレメントを選択します（例：タッチボタン）

•  右側のセクションで目的のページをクリックします
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新しいページの作成

• エレメントを選択します（例：タッチボタン）

• ページリストを下にスクロールします（複数の
ページがある場合）

• [�+�] をクリックして、新しいページを作成し�
ます。

ヒント！ ページの名前を変更して、ページのコンテン
ツだけでなく、エレメントのタイプ（例：ツールパラメ
ーターダイヤル、カラーツールページ、ナビゲーショ
ンホイール）を記載することもできます。

これは、タッチボタンでページリンクを行う場合に役
立ちます。ページリンクにはページ名が含まれます。

ページリンクの割り当て

ページが作成されると、そのページリンクが関連す
るページグループの下に表示されます。

ページグループのコンテンツはworkspaceに固有で
す。選択したworkspaceのページのみが含まれます。

デバイスのページリンク（例：タッチボタン）を使用す
ると、画面をスワイプすることなく特定のページにす
ばやくアクセスできます。

workspace間でページをコピーすることはでき�
ません。
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設定

Loupedeck CTの設定には、Loupedeckセットアップの左下隅、ホイール記号（� �）をクリックするとアクセスできます。

グループ名の設定 設定 可能な操作

プロファイル

プロファイルのインポ
ートとエクスポート

プロファイルには、すべてのworkspace、割り当てられた調整およびアク
ションが含まれます。サポートされているすべてのソフトウェアにはプロフ
ァイルがあります。

Exportを押すと、編集ソフトウェアのプロファイルを保存またはバックア
ップします。プロファイルは共有し、Loupedeckソフトウェアで使用する
別のコンピューターにロードできます。

Importを押すと、Loupedeckシステムにプロファイルをロードします。�
ロードされたプロファイルはすぐに使用できます 

ヒント！インポートする前には、必ず個人プロファイルをバックアップして
ください！

プラグインをリセット
する

Reset Plugins（プラグインをリセットする）を押すと、リセットするプロフ
ァイルを選択するダイアログが開きます。

リセットのプロファイルには、工場出荷時の規定のworkspacesとアクシ
ョンが含まれています 

注意！ 工場出荷時の規定のプロファイルは、ソフトウェアのバージョンに
より異なる場合があります。

デバイス構成

接続された�
デバイス

シリアルナンバー

表示名

フラッシュドライブ

バイブレーション

Bluetooth

設定する接続デバイスを選択します。

デバイスはシリアル番号で識別されます。

Loupedeck Modelが使用しているもの。

Loupedeck CTをUSBポートに接続する際に「ハードドライブ接続」通
知を望まない場合は、スイッチをOFFに設定します。

タッチスクリーンを使用するときに触覚フィードバックを望まない場合
は、スイッチをOFFに設定します。

Bluetoothは、今後のソフトウェアのアップデート時に利用可能となる予
定です。現在、BluetoothはOFFに設定されており、Loupedeck CTは他
のBluetoothデバイスから検出できません。

Bluetoothの設定 現在、Bluetooth対応オプションはありません。

ガイド

Loupedeck CTには、Loupedeckセットアップ用ソフトウェアとLoupedeck CTコンソールの使用方法の要点を示す一体
型のクイックガイドが付いています。

Loupedeckセットアップ用ソフトウェアの左下隅にあるガイドリンクを押すと、クイックガイドが開きます。ガイドリンクをも
う一度押すと、クイックガイドは閉じます。
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ユーザー	
アクション
Loupedeckセットアップ用ソフトウェアを使用すると、キ
ーボードショートカットを割り当て可能なユーザーアクシ
ョンとして記録したり、複数のキーボードショートカットと
既存のアクションを一つのユーザーアクションとして組み
合わせたりすることができます。

ヒント！ ユーザーアクションの名前は、タッチボタン
領域内に収まるよう、簡明な名前にしてください。

ユーザーアクション用のグループの作成

• �左側のリストから「ユーザーアクション」のメイングル
ープを見つけます

• �「+」（マゼンタの丸� �）を押して、新しいサブグルー
プを作成します（例：新グループ。画像参照）。これに
より、ユーザーアクション作成ウィンドウが自動的に
開きます（サブグループは1つでもユーザーアクション
がある場合にのみ作成できます）

ユーザーアクションの作成

• �「+」（シアンの丸� �）を押して、既存のサブグルー
プ内に新しいユーザーアクションを作成します（例：
新グループ。画像参照）

• �「Enter Action Name...（アクション名を入力）」ボッ
クスに上書き入力して、ユーザーアクションに 名前を
付けます

• �左側のアクションリストから既存のアクションを、アク
ション作成ウィンドウの下部の「+」バーにドラッグしま
す（例：自動設定：トーン）、または...

• �アクション作成ウィンドウの下部にある「+」バーを押
して、新しい行を追加します。「add row（行を追加す
る）」をクリックして、ショートカットを記録します。ショ
ートカットを記録した後、「OK」を押して承認します�
（緑色の丸� �）

ヒント！�「\n」コマンドを使用して、テキストを複数の行に強
制することができます。例：�「My\nAction\n1」
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サブグループの編集または削除

• �ペン（� �）をクリックすると、グループ名を編集できます

• �ゴミ箱（� �）をクリックすると、グループを削除できます

注意！ユーザーアクションを含むグループを削除すると、
そのグループ内のすべてのアクションが削除されます。

ユーザーアクションの編集または削除

• �ホイール（� �）をクリックすると、ユーザーアクション
を編集できます

• �ごみ箱（� �）をクリックすると、ユーザーアクションを
削除できます

ユーザーアクション内でのコンテンツの編集または
削除

• �コンテンツボックスをクリックして、ユーザーアクション
名を書き換えたり、新しいショートカットを記録します

• �ごみ箱（緑色の丸� �）を押すと、ユーザーアクション
内の現在の行を削除できます

Copyright (c) 2017 Loupedeck Ltd. 全著作権所有。 17



LOUPEDECK CTの使用
Loupedeck CTはさまざまなアプリケーションをサポートするだけではなく、お使いの編集ソフトウェアの状態に自動
的かつ動的に適応し、すぐに使用できる状態にします。

Loupedeck CTは高度な構成が可能です。ほとんどすべてのボタンにアクションと調整機能を割り当てることができま
す。Loupedeck CTには、ユーザーがどんなアプリケーションを使っているかにかかわらず、事前割り当てのアクション
と機能（例：enter、esc、homeボタン）も備えています。

事前割り当てのアクションの中には、カスタマイズ用にオープンのままになっているものがありますので、ご自分のワー
クフローに合わせて変更してください（例：SaveをExport、Save For Web、Save Asに、さらには自動エクスポートの
プリセットにも変更できます）。

ホームビューとホームボタン

ホームビューがすべての基本画面です。workspaceへの迅速なアクセスポイントになるよう設計されていま
す。workspaceが12個を超えてホームビューに割り当てられている場合は、複数のページに分割されます。

ホームビューを開くには、ホームボタン（図中で色付け表示されているボタン）を押します。

Loupedeck CTの状態とお使いの編集ソフトウェアに応じて、ホームボタンには、ホームビューにジャンプする以外の機
能もあります。

ケースNo.1： ダイヤル、タッチボタン、ホイールを制御する動的ツールが有効になり、2番目のダイヤルページを有効に
します。

•  1度押すと、動的ツールのページが1番目に設定されます

•  2度押すと、変更（すでに変更済みのもの）が適用され、
動的ツールが終了して以前に使用したworkspaceに戻
ります

ケースNo.2： workspaceエレメントで、最初のページ以外の
ページが選択されています。

•  1度押すと、すべてのworkspaceエレメントの最初のペ
ージが選択されます

•  2度押すと、ホームビューが有効になります

ヒント！一部のworkspacesには、最初のホイールページと
してホイールセレクタがあります。ホイールセレクタを使用す
ると、例えば、4つの異なるツールセットにアクセスできます。
ホームボタンを使用して「ツールセットを閉じる」を実行して、
ホイールセレクターに戻ることができます。

FNとホームボタンを押すとシステムプラグインが有効にな
り、そこでホームボタンを押すと以前の編集ソフトウェアに戻ります。

注意！編集アプリケーションのアクションは、編集ソフトウェアの特定のモードでのみ機能する可能性があるため、ホー
ムビューに割り当てることはできません。
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丸ボタンと四角ボタン

これらのボタンは汎用エレメントとも呼ばれ、workspace

が変更された場合でも変更されません。すべての丸ボタン
とほとんどの四角ボタンはカスタマイズ可能です（ホーム、
エンター、キーボード、FNボタンを除く）。

丸ボタンと四角ボタンには2番目のアクションを割り当てる
ことができ、ボタンと同時にFNを押し続けることで利用でき
ます。FNを押すと、2番目のレベルでアクションが割り当てら
れているすべてのボタンが明るい色で点灯します。アクショ
ンが割り当てられていないボタンは点灯しません。

ヒント1！  workspacesをワークフローの順序で丸ボタンに
割り当てることをお奨めします。これにより、順を追って簡単
に先に進むことができます。

ヒント2！ A〜Eボタンには、非常に一般的なアクションを割
り当てることをお奨めします。例：�A〜Dのボタンにナビゲー
ションと選択、Eボタンにズームインとズームアウト。

キーボード修飾子モード

Loupedeck CTの丸ボタンは、左下隅にあるキーボードボ
タンを押すことでキーボード修飾子に変更できます。キーボ
ード修飾子が有効になっている場合、キーボードボタンは
赤色に、丸ボタンはすべて白色に点灯します。キーボードボ
タンをもう一度押すと、Loupedeck CTが通常の状態に戻
ります。

キーボード修飾子は丸ボタンの下に次のように表示され
ます：Tab、Shift、Ctrl、Alt/Opt、CMD/Windowsキー、�
Space、Delete、Backspace。FNボタンと同時に使用する
場合、キーボードモードの丸ボタンはF1からF8のキーボー
ドファンクションキーに対応します。

ヒント！ キーボードボタンを押したまま、丸ボタンのいずれ
かを押せば、キーボード修飾子に個別にアクセスすること�
もできます。これにより、キーボード修飾子モードはオンに�
なりませんが、必要なときに特定のキーボード修飾子を使
用できます（例：キーボードボタンを押しながら�[8]�を押す
と、キーボードモードに入らなくても削除アクションが実�
行されます）。
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テンキーモード

FNとキーボードボタンを押すと、Loupedeck CTのタッチス
クリーンを変更して、テンキーをシミュレートできます。基本
的な電卓機能（加減乗除と「=」）も含まれます。

FNとキーボードボタンをもう一度押すと、Loupedeck CT

が以前の状態に戻ります。

テンキーモードが有効になると、FNボタンとキーボードボタ
ンの両方が赤く点灯します。テンキーモードを有効にすると、
キーボード修飾子も有効になります。

よく利用されるアクション

一部のアクションは、すべてのアプリケーションにおいて固
定されています（例：Enter、ESC、保存）。

EnterとESC（FN + Enter）は、さまざまな種類のダイアロ
グに適用したりキャンセルするのに必要なため、同じボタン
にあります。EnterとESCは固定されており、カスタマイズで
きません。

「元に戻す」と「やり直す」（FN +�Redo）、「保存する」と「名
前を付けて保存」（FN +�Save）もそれぞれ同じボタンに割り
当てられています。どちらのボタンもカスタマイズ可能です。

ヒント1！ 最も使用頻度の高いエクスポートプリセット
は、SaveとFN�+�Saveに割り当てることをお奨めします。�
そのためのエクスポート用workspaceを作成する必要は�
ありません。

ヒント2！ やり直し機能が不要な場合は、FN + Undoに�
「すべてリセットする」または「すべて元に戻す」を割り当て
ることをお奨めします。
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機能（FN）ボタン

Loupedeck CTには、2つの同一の機能（FN）ボタンがあり
ます。FNボタンの用途は以下の通りです。

•  丸ボタンと四角ボタンには2番目のアクションを割り当
てることができ、ボタンと同時にFNを押し続けることで
アクセスできます。

•  ホイールリストとアクションケーキは、FNを押したまま
ホイールを回転させることで動作します。

•  FNを押したままにして画面を水平にスワイプすると、ロ
ックされたホイール画面をスワイプできます（このよう
なホイールのウィジェットは、アプリケーション固有の
マニュアルに詳述されています）。

•  ホイールのウィジェットのいくつかには、2番目の回転
調整が含まれており、FNを押しながらホイールを同時
に回転させることで利用できます（アプリケーション固
有のマニュアルで詳述されています）。

•  両方のFNボタンを同時に押すと、画面のスワイプがロ
ックされます（次章を参照）。

ホイール画面ロック

両方のFNボタンを同時に押すと、ホイール画面ロックが有
効になります。これにより、誤ってホイールページ間を移動す
ることがなくなります。

ホイール画面をスワイプしてホイールページのコンテンツ
を制御する場合（例：カラーピッカーツール）は、ホイールス
クリーンロックが必要です。ロックされたホイール画面から
のナビゲートは、FNボタンを押したままにして画面をスワイ
プすることで実行されます。ホイール画面ロックは、スワイプ
機能のないホイールページが有効になると自動的に解除
されます。

ホイールケーキとホイールリストは、FNを押しながらホイー
ルを回すことで、ナビゲートまたはスクロールできます。
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ダイヤル

ダイヤルはworkspaceエレメントの一部ですので、各
workspaceにそれぞれ独自のダイヤル調整機能が備えら
れることになります。

回転調整機能に加えて、ダイヤルにはプレス機能もあります。
これは通常、ダイヤルが調整する値をリセットするために割
り当てられますが、必要に応じてダイヤルに独自のプレス機
能を割り当てることもできます。ダイヤルディスプレイのアイ
コンまたはダイヤル名をダブルタップすることでも、リセット�
（または他の割り当てられたプレス機能）を有効にできます。

ダイヤルの回転変数は、垂直タッチバーのダイヤルの横に表
示されます。プレス機能はディスプレイに表示されません。

ダイヤルにはFNを押すことによる2番目のレイヤーはありま
せんが、ダイヤル機能は複数ページ利用できます。タッチス
クリーンを縦にスワイプすると、ダイヤル機能ページが変更
されます。

ヒント！ 最も使用頻度の高いダイヤル機能を1ページ目に、
使用頻度の低い調整機能をその後のページ目に割り当てる
ことをお奨めします。

タッチスクリーンとタッチボタン

ダイヤルと同様、タッチボタンもworkspaceエレメントの一
部であり、各workspaceにはそれぞれ独自のアクションが
あります。

タッチボタンは、コマンド、機能、およびアクションを有効化
するために使用します。また、タッチボタンは完全にカスタマ
イズ可能です。

タッチボタンにはFNボタンを押しての2番目のレイヤーはあ
りませんが、ダイヤル同様、複数のページが利用できます。
画面を水平にスワイプすると、タッチボタンページが変更さ
れます。

ヒント1！ 最も使用頻度の高いアクションを最初のページに
割り当て、使用頻度の低いアクションをその他のページに割
り当てることをお奨めします。タッチボタンにページリンクを
割り当てると、簡単に他のページを開くことができます。

実際には、ページリンクは画面をスワイプするのと同じです
が、画面を複数回スワイプする代わりに、タッチボタンから
直接ページにアクセスできます。ダイヤルページとホイール
ページを割り当てることもできます。

ヒント2！ タッチスクリーンでアクションを0.5秒以上押すと、
ホイールスクリーンにアクション名が表示されます！�新しい
アクションアイコンを知るのに便利です！
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ホイール

ホイールは、画面中央の回転調整器（外側のダイヤル）と
タッチボタンアクションの両方を制御します。

ダイヤルとタッチボタンと同様、ホイールもworkspace

エレメントの一部であり、各workspaceにそれぞれ独自
のアクションと調整機能があります。

ホイールには、FNボタンを押しての2番目のレイヤーはあ
りませんが、ダイヤルやタッチボタンと同様、複数ページ利
用できます。ホイールのページを変更するには、ホイール
画面を水平にスワイプします。

ホイール画面のスワイプは、2つのFNキーを両方同時に
押すことでロックできます。ホイール画面のスワイプは、ス
ワイプによって制御される変数を使用して、ホイールウィ
ジェットに入ることでもロックされます（例：カラーピッカ
ーツール）。

一部のホイールウィジェットには、水平方向にスワイプす
ることで変更されるサブページがあります（例：ハイライ
ト、中間トーン、シャドウカラーホイール）。これらのページ
は、必要に応じてソフトウェアサポートマニュアルで詳細
に説明されています。

ホイールに割り当てられた回転アクションは水色の線で
示され、有効な調整機能には明るい色のインジケーター
が表示されます（図中、自動トーンなどの通常のアクショ
ンには、色付きのインジケーター表示はされていません）。

FNを押してホイールを回転させることにより、ホイールウ
ィジェットで有効な調整機能を変更することができます。
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目的、機能 デバイスコントローラ
ー上のボタン

可能な操作

Loupedeck CTコンソール
の一般機能

ホームボタン 
FN

ホームボタンは、Loupedeck CTとお使いの編集ソフトウェアの状
況に応じて複数の機能を装備します。

ケース1： 
動的ツールまたは適応ツールがダイヤル、タッチボタン、ホイールを
制御しています。ダイヤルには有効な2ページ目があります。

ホームボタン機能： 

•  1度押すと、動的ツールのページが1番目に設定されます。
•  2度押すと、ツールの変更が適用され、ツールが以前使用した

workspaceに移動します。
ケース2：
Workspaceエレメントが最初のページ以外に設定されます。

•  1度押すと、すべてのworkspaceエレメントの最初のページが
選択されます。

•  2度押すと、ホームビューが有効になります。
FNとホームボタンを押すと、現在使用しているソフトウェアのアプリ
ケーションレベルのアクションではなく、システムレベルのコマンドと
アクションにアクセスするためのシステムプラグインを有効にします。
システムプラグインが有効になった状態でホームボタンを押すと、前
の編集ソフトウェアに戻ります。

FN

FNを押すと、丸ボタンと四角ボタンの第2レベル機能を有効にしま
す。第2レベルのアクションがあるボタンは、他のボタンより明るく点
灯します。アクションのないボタンは点灯しません。

FN（左）とFN（右）を押すと、ホイール画面のスワイプロックが有効に
なります。ロックされたホイール画面をスワイプするには、FNを押し
画面をスワイプします 。FNとFNをもう一度押すと、ホイール画面の
スワイプロックが解除されます。

FNを押してホイールを回転すると、ホイールページに割り当てられ
た調整機能間を移動します。

キーボード修飾子、 
テンキー

キーボード
FN

キーボードボタンを押すと、キーボード修飾子が有効になります（キ
ーボードボタンが赤に、丸ボタンが白に点灯します）。キーボード修
飾子が有効になると、丸ボタンはボタンの下に記載されている機能
に割り当てられます。キーボードボタンをもう一度押すと、キーボー
ド修飾子が無効になります。

FNとキーボードボタンを押すと、テンキーモードが有効になります。
テンキーモードが有効になっていれば、タッチボタンを電卓などに使
用できます。FNとキーボードボタンをもう一度押すと、テンキーモー
ドが終了します。

共通キー

Enter（エンター）、
Undo（元に戻す）、
Save（保存する）、
FN

Enterを押すと、Enterキーが有効になります。
FNとEnterを押すと、ESCキーが有効になります。

Undoを押すと、元に戻す機能が有効になります。
FNとUndoを押すと、やり直し機能が有効になります。

Saveを押すと、保存機能が有効になります。
FNとSaveを押すと、「名前を付けて保存」機能が有効になります。

ヒント！ [Undo（元に戻す）] ボタンと [Save（保存する）] ボタンはカ
スタマイズ可能です。つまり、必要に応じて、「名前を付けて保存」をよ
り便利な「エクスポート」機能に変更できます。
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タスクバーオプション
WindowsのタスクバーアイコンまたはOSXのメニューバーアイコン内には、Loupedeckに使用できるその他のオプシ
ョンがあります。使用できるオプションは以下のとおりです。�

オプション名 アイテム 可能な操作

Loupedeckのセットアップ
（Win）

セットアップを開く…  
（OS X）

Loupedeckセットアップ（Win）またはSetupを開く... （OS X）をクリッ
クすると、Loupedeckセットアップ用ソフトウェアにアクセスします。

Loupedeckアップデートをダ
ウンロード（Win）

Loupedeckを更新する 
（OS X）

Loupedeckのセットアップウェブページを開きます。ここではダウン
ロード可能なマニュアルや最新のソフトウェアを入手できます。

https://loupedeck.com/en/setup/

キーボードモード
（Loupedeck+のみ）

[キーボードモード] をクリックすると、キーボード修飾子モードがON
またはOFFに設定されます。

これは、Loupedeck+ でのみ動作します。

ヘルプ

[ヘルプ]（およびOS X「ユーザーガイド」のサブリンク）をクリックす
ると、Loupedeckのサポートウェブページが開きます。ここでは、よく
寄せられる質問への回答を見つけることができます。

またこのページでは、Loupedeckのサポートフォームも利用できま
す（ページの下部にあります）。さらなる技術的な支援が必要な場合
は、サポートフォームにご記入ください。

https://loupedeck.com/en/support/

[ユーザーガイド] をクリックして開きます

Legal（法的事項ガイド） 
（Winのみ）

Loupedeckの法的事項ガイドのウェブページを開きます。このペー
ジには、Loupedeckの保証、製品および安全情報、商標、法的権利
などに関する必要情報がすべて記載されています。

About（バージョン情報）
（Winのみ）

バージョン：2.5.0.981  
（OS Xのみ）

[About] をクリックすると、現在ご使用のLoupedeckのソフトウェア
バージョン（ビルド番号）および著作権に関する情報を開きます。

例：
バージョン3.0 (3.0.0.2362)
著作権©2017-2019 LoupeDeck Ltd.

OS Xでは、トップメニューバーのLoupedeckアイコンをクリックす
ると、バージョン（3.0.0）とビルド番号（2363）が灰色のテキストで表
示されます。

Loupedeckを再起動する
（Winのみ）

[Loupedeckを再起動する] をクリックすると、Loupedeckサービス
とソフトウェアの両方をシャットダウンして再起動します。

Loupedeckを停止する 
（Winのみ）

終了する（OS Xのみ）

[Loupedeckを停止する]（Win）または [終了する]（Mac）をクリック
すると、Loupedeckサービスとソフトウェアをシャットダウンします。

Copyright (c) 2017 Loupedeck Ltd. 全著作権所有。 25



デバッグを有効にする 
（Macのみ）

この機能の使用は、カスタマーサービスが個別に指示させていただ
きます。お使いのコンピューターの速度が大幅に低下する可能性が
あるため、理由なくデバッグを有効にすることは推奨しておりません。

[デバッグを有効にする] が有効になると、メニュー項目は [デバッグ
を無効にする] に変わります。[デバッグを無効にする] をクリックし
て、デバッグプロセスを停止します。�

デバッグプロセスが終了すると、loupedeckLogs.zipファイルがデ
スクトップに表示されます。カスタマーサービスが要求していない場
合、そのファイルは削除できます。

LOUPEDECKの更新
新しいバージョンが利用可能になると、タスクバーアイコンに小さなマークが表示されます。 

タスクバーアイコンを開き、[Loupedeck更新をダウンロードする（Win）] または [Loupedeckを更新する（OS X）] 
を選択してLoupedeckウェブサイトwww.loupedeck.comを開きます。ウェブページから最新バージョンを見つ
け、Loupedeckセットアップ用ソフトウェアをダウンロードします。

質問と回答
予期しないことが起きましたか？ 以下に役にたつヒントをご用意しました。

ソフトウェアをインストールできません

Loupedeck CTは、64ビット環境（Win10およびMacOS 10.12以降）でのみ動作するLoupedeckセットアップ用ソ
フトウェアを使用しています。Windows 10を新規インストールする場合、64ビットである必要があります。32ビットの
Windows 7、8または8.1からWindows 10にアップグレードした場合、Windows 10は32ビットになっている可能性が
あります。Lopedeckは、OSベースがWindows 10に非常に似ている64ビットバージョンのWindows 7および8では動
作する可能性があります。

Loupedeck CTはUSBケーブルで接続されているが、Loupedeckソフトウェアには接続されていない？

1. �ケーブルが破損している可能性があります。別のUSBケーブルでお試しください。

2.  Loupedeck CTをコンピューターから取り外し、Loupedeckソフトウェアを再起動してケーブルを再接続して�
ください。

3.  Loupedeckソフトウェアをアンインストールし、最新バージョンのLoupedeckソフトウェアをインストールし直して
ください（www.loupedeck.com/en/setup）。
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4. ドライバーが正しくインストールされていない可能性があります（Win）。

• デバイスマネージャー（Windowsの検索機能を使用して見つけてください）を開きます

• 「ネットワークアダプタ」を開き、「リモートNDIS互換デバイス」を見つけます

• ドライバーが存在する場合、Loupedeckは正しくインストールされています

• 詳細については、カスタマーサポートまでお問い合わせください

LightroomがLoupedeck+で動作しないようです。

Loupedeck CTは、最新のLightroom Classicよりも古いバージョン（例：6.14）のLightroomをサポートしていませ
ん。Loupedeck CTは、Lightroom Classic 7.4以降のバージョンで動作すると考えられますが、古いバージョンのご�
使用は推奨しておりません。

Loupedeck CTに機能を割り当てることができません。

割り付けようとしている特定の機能やアクションが既に同じページに割り当てられていないかを確認してください。

ダイヤルを押してもダイヤル調整値をゼロにリセットできない、またはリセット値をダイヤルに割り当てることができ 
ません。

1. �すべての調整機能に、リセットの「ゼロ」または「開始点」があるわけではありません。

2. �ダイヤルのプレス機能からリセットアクションが削除されました。同じ調整機能を再割り当てすることで、元に戻す
ことができます（リセット機能が回転機能にリンクされている場合）。

3. �一部のソフトウェアは、値のリセットをサポートしていません。つまり、その値をリセットまたは設定することができ�
ない場合があるということです。

よくある質問（Q&A）とサポートは、www.loupedeck.com/supportでご覧いただけます。
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