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テクニカル　サポート
MixPad 
多重録音ソフト操作中に問題が起こった場合は、サポートへ連絡する前に、該当する
トピックをお読みください。このユーザーガイドに問題が見つからない場合は、

www.nch.com.au/mixpad/jp/support.html にて、最新のMixPad 多重録音ソフト
オンラインテクニカルサポートをご覧ください。それでも問題が解決されない場合は
、そのページに記載されているテクニカルサポートまで連絡してください。

ソフトウェアの提案
MixPad 
多重録音ソフトの改善策または、必要な関連するソフトウェアへの提案がございまし
たら、www.nch.com.au . の提案ページに書き込んでください。当社のソフトウェア
プロジェクトの多くは、ユーザーからの提案によって行われています。お客様の提案
が採用された場合、アップグレード版を無料で提供いたします。

www.nch.com.au/mixpad/jp/support.html
www.nch.com.au
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関連ソフトウェア
NCHソフトウェアはMixPadのほかにも数多くの便利なソフトウェアを開発いたして
おります。MixPadを更に便利に使うことができるソフトウェアも豊富に取り揃えて
おりますので、是非お試しください。
● WavePad音声編集ソフト：音声編集に必要な機能が全て揃ったプロ仕様の音声編

集ソフトです。 
● wav（複数コーデック）、mp3、vox、gsm、real 

audio、au、aif、flac、oggを含む豊富なフォーマットに対応。
● 音声のコピーや切り取り、貼り付け、削除、挿入、自動トリミング、無音処理

などの基本的な編集機能を搭載。
● 増幅、正規化、イコライザ、エンベロープ、リバーブ、エコー、逆再生、サン

プルレート変換などの多彩な音声エフェクトを搭載。
● FFT解析やトーンジェネレータ、合成音声などの便利な機能を多数搭載。
● ノイズリダクションやクリック音/ポップ音除去などの音声修復機能。
● 6,000～96,000のサンプルレート、ステレオとモノラルの両音声、また8、16

、24、32ビットに対応。
● 複数の画面を使って複数のファイルで同時に作業を行うことができます。
● CDリッピング機能で音声CDから音声を素早く直接読み込み。
● CD書き込み機能を使って音声ファイルをCDに書き込み。
● 録音機能は自動トリミングと音声起動に対応。
● 使いやすいインターフェースで初心者の方も簡単にお使いいただけます。

● Express Burn ディスク書き込みソフト：CDやDVD、ブルーレイディスクを高速
書き込みする使いやすいディスク書き込みソフトです。
● データ用および録画・録音用の各種ディスク（CD、DVD、ブルーレイ）へ書

き込み。
● 書き込み可能ディスク（CDRなど）や書き換え可能ディスク（CDRW）への書

き込み。
● 音声トラック間にポーズを入れないシームレス書き込み。
● プラス版はISO対応のデータ用DVD（DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R

W）の書き込みが可能。
● JolietおよびCDAフォーマットに対応。
● データ用DVDは複数階層のフォルダや長いファイル名にも対応。
● 音声CDは直接デジタル録音が行うことで元の音質を完全にキープ。
● wav、mp3、wma、au、aiff、ra、ogg、flac、aacなど様々な音声フォーマッ

トに対応。
● データ用CDはJoliet形式で完全ISO対応。
● コマンドラインを使った作業や、他のプログラムとの完全統合で作業を更に高

速化。
● 毎日の作業に使いやすいシンプルなインターフェースです。

● Express Talk ソフトフォン：コンピュータを使って格安でテレビ電話をお楽しみ
ください。 
● コンピュータからコンピュータ、またコンピュータから一般電話へSIPゲート

ウェイプロバイダを使ってインターネット電話をかけることができます。
VoIPの詳細はこちらをご覧ください。

● 1台で最大6回線をお使いいただけます（保留機能付き）。
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● ヘッドセットやスピーカを使い、ハンドフリーで会話ができます。
● データ圧縮（GSM、uLaw、ALaw、PCMおよびG726）、エコー除去、ノイ

ズ削減、コンフォートノイズなど多彩な機能を搭載。
● プロバイダを自由に選んでお使いいただけるため、他の通話用ゲートウェイや

SIPシステム、その他のインターネット通話ソフトなどにリンクできます。お
勧めのVoIP (SIP)サービスプロバイダの一覧はこちらからご覧いただけます。

● NATやファイアウォールの裏で実行することができます。
● 発信者情報の表示や通話履歴の保存を行います。
● スピードダイアル機能付きのアドレス帳を搭載。
● 転送機能（ビジネス版のみ）。
● wavファイルに通話内容を録音（ビジネス版のみ）。
● 会議電話機能（ビジネス版のみ）を使って、最大6人で会話ができます。
● プッシュトーク式インターホン機能で更に素早いコミュニケーション（ビジネ

ス版のみ）
● 着信拒否機能（ビジネス版のみ）
● ビジネス版では更に高度な回線設定を行うことができます。
● バーチャルPBｘと一緒に使ってコールセンター用にLANベースのPBｘを構築

。
● VRS 

通話録音ソフト（マルチ回線）と一緒に使い、通話内容をmp3やwavなどの音
声ファイルとして保存。

● 電話を保留にする際は保留音を再生できます。IMS 
保留メッセージソフトを使うと、音声とメッセージを使ったプロ仕様の保留メ
ッセージを作成することができます。

● TwelveKeys音符表示ソフト：録音音声の音符を表示し、楽譜の作成をお手伝いし
ます。 
● モノトーンとポリフォニックの両音声を分析しグラフ化
● 音声を再生しながら、その場で音符を表示
● CDから音声ファイルをリッピング（抽出）
● より見やすいグラフを表示するため、各種設定を変更できます
● ハンドフリーでの作業を可能にする、フットペダルの使用に対応
● ピッチの変更をせずに音声の再生速度を変更
● 音符の認識をよりわかりやすくする、キーボード表示
● ステレオチャンネル分割機能
● 録音音声の一部をループ可能
● 誰でも簡単に使えるシンプルなインターフェース

● Express Rip CDリッピングソフト：CDから音声をwavやmp3などの音声ファイ
ルに抽出します。 
● CD音声をwavまたはmp3フォーマットに変換。 
● 高音質のデジタル音声で抽出（リッピング）
● 世界最速のCDリッピング 
● mp3エンコードを自在にコントロール（特定のビットレートでの固定ビットレ

ートまたは可変ビットレートモードなど）
● CDDBデータベースに自動的にアクセスし、トラック情報を入手。 
● シンプルで簡単に使えるインターフェース

● SoundTap ストリーミング録音ソフト：インターネットの音声ストリームを完全
なデジタル音質で録音します。 
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● ピュアデジタルでの録音他のネットラジオ録音ソフトと違い、アナログ変換を
せずに録音。

● コンピュータで再生できる音声なら何でも録音。
● 音声を聴きながら録音が可能（オプショナル）。
● VoIP通話を録音。
● 録音ファイルは、コーデックや圧縮など各種設定を行い、wavまたはmp3フォ

ーマットで保存。
● 録音ファイルは日付や録音時間、録音の長さやフォーマットなどから簡単に検

索可能。
● WavePad 音声編集ソフトと完全統合し、録音音声を自在に編集。
● Switch 

ファイル変換ソフトと完全統合し、ファイル形式を20種類以上のフォーマット
に変換。

● Express Burn 
ディスク書き込みソフトと完全統合し、録音した音声をCDに高速書き込み。

● 素早いインストールとシンプルなインターフェースで今すぐソフトを使うこと
ができます。

● Switch 音声ファイル変換ソフト：録音音声のファイルフォーマットを自在に変換
することができます。 
● mp3などの各種音声ファイルを、wav、mp3、ogg、flac、aac、wma、au、ai

ff、ogg、msv、dvf、vox、atrac、gsm、dssを含む各種フォーマットに簡単変
換。 

● 8～320kbpsの固定または可変ビットレート（エラー訂正やステレオモードの
オプションあり）に対応するMPEG Layer-3エンコーダ。 

● サンプルレートが6000～196000HzのPCMファイルやその他多くのコーデッ
クに対応するWavエンコーダ。 

● 一度に最大32,000個のファイルを変換可能。 
● CPC使用量と使用するコードの最適化で最速の変換を可能にしました。 
● Switch 音声ファイル変換ソフトは、Express Burn（CD書き込み）やExpress 

Rip（CDリッピング）、WavePad（音声編集）、RecordPad（音声録音）、E
xpress 
Scribe（テープ起こし）などのソフトと完全統合することで更に便利にお使い
いただけます。

● コマンドラインを使った実行で、作業の自動化など様々なプログラミングが可
能です。 

● 直感的で使いやすいインターフェースで誰でも簡単にファイルフォーマットを
変換できます。

● 当社ソフトの一覧はこちらからご覧いただけます。 
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NCH総合パッケージ
この画面から弊社が開発しているその他の便利なソフトを簡単に探すことができます
。
音声や動画などカテゴリ別の一覧から必要なソフトをお選びください。必要なソフト
が見つかったらボタンをクリックするとお試し版がインストールされ、無料でソフト
をお試しいただけます。既にインストール済みのソフトのボタンは「実行」ボタンに
なっており、このボタンを押すとソフトが起動します。
カテゴリ別一覧の下の欄にはソフトの機能の一覧があります。例えば「動画を録画す
る」という機能をクリックすると、動画の録画用ソフトがインストールされます。
検索 
検索エリアに必要なソフトに関するキーワードを入力して「検索」ボタンをクリック
すると、キーワードにマッチした弊社サイトの検索結果が表示されます。 
その他のNCHソフトウエア製品を見る 
弊社の全製品カタログが表示され更に多くのソフトをお探しいただけます。 
ニュースレターを購読 
新製品のリリースやソフトのアップデートなどの最新情報をいち早くお届けするニュ
ースレターを購読いただけます。購読の停止はいつでも簡単に行っていただけます。 
最新の特別購入価格を参照する 
各製品の最新の割引価格をご覧いただけます。 
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Opusエンコーダオプション
音声をOpusフォーマットにエンコードします。 
ビットレート 
ターゲットビットレート（キロビット/秒、6～256の間） 
VBRモードでは膨大な音声の平均レートをここで指定します。CBRモードおよびハー
ドCBRモードでは特定の出力ビットレートをここで指定します。 
44.1kHz以上の入力のデフォルトは、モノストリームが64kbps、２本の結合ストリー
ムが96kbpsです。 

デフォルトのビットレートエンコードを使う 
デフォルトモードではエンコーダはビットレートを自動的に選択します。44.1kHz以
上の入力ではモノストリームが64kbps、２本の結合ストリームが96kbpsです。 
可変ビットレートエンコードを使う 
VBRモードでは音質を一貫させるためにビットレートが音声に応じて上下します。 
固定ビットレートエンコードを使う 
特定のビットレートで出力します。このモードはVorbisコーダーで管理されたモード
やAAC/MP3エンコーダのCBRに似ています。VBRに比べ音質にばらつきがあります
が、ビットレートは一貫します。 
ハード固定ビットレートエンコードを使う 
ハードCBRを使うとスピーチコーデックのように各フレームがすべて全く同じサイズ
になります。全体的な音質は下がりますが、ビットレートを変更することで暗号化さ
れたチャンネルにデータが流出する可能性がある場合や同期転送の際にはこのエンコ
ードが便利です。 
ダウンミックス（無し） 
ダウンミックスをせず、チャンネルをすべてソース音声と同じに保ちます。 
モノラルにダウンミックス 
モノラル音声に強制的にダウンミックスします。 
ステレオにダウンミックス 
入力チャンネルが2つ以上の場合はステレオ音声にダウンミックスします。 
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ソフトウェアライセンス規約
弊社はユーザーの皆様のお役に立つソフトウェアの提供を目的と致しております。弊
社製品は利用規約に同意いただくことでお使いいただけます。
この利用規約は当社の責任を制限し仲裁合意および裁判管轄合意に準拠します。以下
の条項をお読みいただきお客様の権利についてご理解ください。本規約は全て英文を
正本としますので予めご了承ください。
1. 
このソフトウェアおよびソフトウェアと共に配布される音声およびビジュアル作品の
著作権はNCHソフトウェアおよび製品情報画面に記載されている他の著作権者に帰属
します。全ての権利は著作権者が保有します。このソフトウェアおよびこのソフトウ
ェアに同梱またはこのソフトウェアによりオンデマンドでインストールされるソフト
ウェア（ショートカットやスタートメニューフォルダを含む）のインストールは以下
の規約に則りライセンスされます。こうした著作権はユーザーが作成した作品には適
用されません。

2. 
このソフトウェアをインストール、使用、または配布することで、ユーザーはユーザ
ー自身およびユーザーの雇用主または当事者に代わってこの規約に同意します。規約
に同意しない場合はソフトウェアの使用、複製、送信、配布およびインストールを行
うことができません。返金が必要な場合はご購入後14日以内に商品をご購入いただい
た場所にご返品ください。

3. 
このソフトウェアおよびソフトウェアに付随するファイル、データ、その他素材は全
て「現状のまま」で提供され、法により定められていない限りは、明示または黙示を
問わずいかなる保証も行われません。重大な影響を与える件にこのソフトウェアを使
用する場合は、使用前に十分なテストを行い、使用に伴うリスクは全てユーザーが負
うものとします。

4. NCHソフトウェアはこのソフトウェアの使用により発生したいかなる損害 
（特別損害、付随的損害、派生的損害を含む）に対しても責任を負わず、当社製品の
ご購入時にお支払いいただいた金額に対する返金以外への対応は一切いたしかねます
。
5. 
このソフトウェアの誤使用が人体に危害を加える可能性がある場合、また人命にかか
わる場合はこのソフトウェアを使用しないでください。コンピュータを定期的にバッ
クアップしない場合、またはコンピュータにウィルス対策ソフトやファイアウォール
がインストールされていない場合、重要なデータが暗号化されずにコンピュータに保
存されている場合はこのソフトウェアを使用しないでください。こうした方法での使
用によるいかなるクレームに対してもNCHソフトウェアを免責することに同意する必
要があります。

6. 
何ら手を加えられていない状態のソフトウェアのインストールを複製および配布する
ことはできますが、弊社ソフトウェアの登録コードの配布は、いかなる状況において
も弊社の書面による許可なく行うことはできません。許可されていないコードの使用
が行われた場合は、コードが使用された全てのロケーションに対して製品の全額をお
支払いいただきます。
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7. 
ソフトウェアによって限られた状況下でのみ自動的に匿名で収集された使用統計デー
タの使用は当社のプライバシー規約に従って行われます。
8. 準拠法と管轄ユーザーがアメリカ合衆国居住者である場合はアメリカ法人のNCH 
Software, 
Inc.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、この利用契約はコロラド
州の法律を準拠法とし、同州の裁判所を管轄とします。ユーザーがアメリカ合衆国居
住者以外である場合はオーストラリア法人のNCH Software Pty 
Ltd.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、オーストラリア首都特別
区の法律を準拠法とし、同区の裁判所を管轄とします。上記で定められた裁判所は、
当事者間の紛争に関し、いかなる性質の紛争であっても、継続的かつ専属的な管轄権
を有します。

9. 
アメリカ合衆国居住者のみ：仲裁合意およびクラスアクション（集団訴訟）の権利放
棄：ユーザーがアメリカ合衆国に居住する場合、当事者間の全てのクレームおよび紛
争は英語版の規約（以下のページよりご覧ください：
https://www.nch.com.au/general/legal.html）を基に仲裁を行うものとします。こ
の規約をお読みいただきご理解ください。お客様の権利について書かれています。こ
の規約ではユーザーおよびNCHソフトウェアのいずれも、個人の権利能力のみでの提
訴が可能であり、原告やクラスメンバーなどいかなるクラスアクションや集団訴訟な
どによる提訴もできないものとしています。
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Windows 
XPおよびVistaでのGoogle認証プロセス
Windows XPやWindows 
Vistaで実行する場合、GoogleドライブやYouTubeにアップロードする権限をMixPa
dに付与するには、追加の手順が必要です。
1. ログイン... ボタンをGoogleの 認証 ダイアログで設定することができます。 
2. ウェブサイトが開くので必要に応じてGoogleアカウントにログインします。 
3. 要求された機能にMixPadがアクセスすることを承認します。
4. 認証コード がGoogleから発行されるので、これをコピーしMixPadの 確認完了ダ

イアログ（MixPadの）。 
5. 準備完了ボタンをクリックしてログイン作業を完了します。 
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ベーシック - はじめに
MixPadは初心者からプロのミュージシャンまでご愛用いただいているパワフルなス
テレオミキサー・多重録音ソフトです。多機能なのに使い方はとても簡単。音声ファ
イルの読み込みだけでなく、MixPadを使ってその場で音声を録音することも可能で
す。複数の音声ファイルに様々な音声効果を加えたり、音量やパン、フェードなどの
調整を行って、1つの音声ファイルに高音質でミックスダウンしたりといった作業が
コンピュータ1台で簡単にできます。マルチトラックレコーダ（多重録音機）やミキ
シングデスクのデジタル版とお考えください。 

● ASIO、DirectSound、MMEに対応
● トラック数は無制限
● MIDIの再生に対応
● パンや音量のエンベロープを自動化
● 直感的で使いやすいインターフェース
● トラックごとに音量やパンの調整、エフェクトの適用が可能
● トラックごとに独立した音声出入力ルーティング
● wav（複数のコーデック）、mp3、ogg、flac、vox、gsmなどを含む数多くのファ

イル形式に対応
● 高精度な機能で正確なミキシングを可能に
● 音声ファイルはドラッグアンドドロップで簡単挿入
● CDリッピング機能で音声CDから直接読み込み
● 音声の自動トリミングや音声起動録音が可能な、高性能な音声録音機能を搭載
● WavePad音声編集ソフトと統合して更に高度な音声編集 
● 各トラックの単独再生やミュート
● それぞれのトラックに複数のエフェクトチェーンを挿入
動作環境
● Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/8/10/11
MixPadのほかにも便利なソフトを多数取り揃えております。詳しくは当社のホーム
ページ（www.nchsoftware.com/jp）をご覧ください。 
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ベーシック - MixPadを使ってみましょう
MixPadのプロジェクトは1つまたは複数のトラックを使って作成します。音量やパン
、再生コントロールなどは各トラックごとに独立したものが波形画面の左側に設けら
れています。
各トラックには数の上限なく音声クリップを挿入することができます。1つのファイ
ルにミックスする前のそれぞれの音声のことを「音声クリップ」と呼びます。mp3フ
ァイルを挿入したり、CDから音声をインポート、またはMixPadを使って音声を録音
すると、選択されているトラックに「音声クリップ」として挿入されます。
音量やフェードなど必要な調整が済んだ後は、「プロジェクトを音声ファイルとして
エクスポート」をファイルメニューから選択し、保存するファイル形式を選択するだ
けで、作成したプロジェクトを.wavやmp3、gsmなど様々なファイル形式で簡単に出
力することができます。また、ミキシングの完成前にプログラムを一旦終了する必要
がある場合は、次回プログラムを開いた際に作業を再開できるようプロジェクトを保
存することも可能です。
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ベーシック - 音声設定を選択する
対応デバイス
MixPadの最新版はASIO、DirectSond、Windows Core 
AudioおよびMMEを使った再生と、ASIO、Windows Core 
AudioおよびMMEデバイスを使った録音に対応しています。
再生・録音とも、ASIOまたはWindows Core 
Audioを使うことをお勧めします。ASIOやWindows Core 
Audioは高性能および低レイテンシで音声の同期を非常に正確に行うことができるデ
バイスです。ASIOはまた、同一デバイスの複数チャンネルを再生・録音することが
できます。ASIO対応のサウンドカードをお持ちでない場合は再生や録音にはWindow
s Core Audioを使うことをお勧めします。

もしくは、ASIO4ALLからドライバをインストールし、ASIOデバイスとして使うこ
とができるレイヤーを既存のサウンドカードに設けることも可能です。ASIO4ALLは
http://www.asio4all.com/から無料でダウンロードいただけます。
プロジェクトの音声オプションを設定する
オプションダイアログ開き（ファイルメニューから「オプション」を選択）「全般」
タブをクリックします。MixPadが使う再生デバイスを選択します。AISOデバイスを
選択すると、左右の出力に優先的に使われるチャンネルを選択することができます。
このオプションはDirectSoundおよびMMEドライブにはお使いいただけません。

トラックの音声オプションを設定
特定のトラックのみに音声設定を行う場合は、設定を行うトラックを選択し「録音」
タブの「音声オプション」ボタンをクリックするか、トラックのコントロールパネル
上のレンチのアイコンをクリックします。
トラック 
オプションを表示するトラックの番号の欄に表示されている番号が、設定を変更する
トラックの番号です。別のトラックを選択する場合はプルダウンメニューを使ってト
ラックの番号を選択します。設定の変更を行った後は設定を適用する為に適用…ボタ
ンまたはOKボタンをクリックします。適用…ボタンをクリックすると全てのトラッ
クに設定を適用を選択することで、ここで設定した変更をMixPadに読み込まれてい
るすべての音声トラックに適用することもできます。
録音オプション 
トラックに使う録音デバイスを設定することができます。ASIOデバイスを選択する
と、複数のデバイスに使うチャンネルの設定を行うこともできます。
音声デバイスを使った録音の設定を行うには、 音声デバイスを使って録音オプション
を選択し、録音用のデバイスを選択します。モノラルまたはステレオのどちらで録音
を行うかを選択することができます。また複数チャンネルの録音が可能なデバイスを
お使いの場合は録音を行うチャンネルを指定することができます。
MIDIデバイスを使った録音の設定を行うには、MIDIデバイスを使って録音オプショ
ンを選択し、録音用のデバイスを選択します。MIDI録音についての詳細は、
MIDIの録音のページをご覧ください。
再生中の音声を録音する 
インターネットラジオやウェブキャスト、Zoomやスカイプをお使ったオンライン会
議などの音声を録音することができます。
>
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パソコンの音声再生デバイスを使って再生中の音声を録音するには、「音声録音」ダ
イアログでキャプチャ元の一覧でストリーミング音声を再生を選択します。 
Zoomやスカイプなどでのオンライン会議を録音する際にお勧めの機能です。 
音声再生デバイス 
ここでは、特定のトラックの出力チャンネルを選択することができます。これはASI
Oデバイスがメインの再生デバイスとして選択されている場合にのみ選択可能ですの
でご注意ください（詳しくは上記の「プロジェクトの音声オプションを設定する」を
ご覧ください）。デフォルトのプロジェクト用チャンネルを使う場合は、メイン出力
（左）とメイン出力（右）に設定します。デフォルト以外を使う場合は、ここで行っ
た設定がプロジェクトの設定に優先して使われます。

MIDI再生オプション 
ここではMIDIデバイスまたはバーチャルインストルメントのどちらを使って音声を再
生するかを選択することができます。
モニタオプション 
ASIOハードウェアをお使いの場合はASIOデバイス用モニタリングをオンにするにチ
ェックを入れることで、録音中に録音音声をヘッドホンで聴くことができますが、直
接ハードウェアを使うことで、より良い録音音声のモニタリングを行うことができま
す。殆どの外付けサウンドカードはヘッドホン出力を使って入力音声を直接モニター
することができます。このオプションを使うことで遅延の無いベストな状態でのモニ
タリングが可能になります。

MIDIデバイス（MIDIピアノキーボードなど）を使って録音を行う場合、VSTインス
トルメントで作られた音を使ったMIDIデバイスの音声をモニターすることができます
。この機能を使うにはASIOデバイス用VSTインストルメントを使ったMIDIのモニタ
リングをオンにするにチェックを入れ、プルダウンメニューから希望の楽器を選択し
ます。
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ベーシック - 
MixPadのメイン画面に音声クリップを読み込む
以下のいずれかの方法でクリップをトラックに読み込みます。新しく読み込むクリッ
プが既存のクリップに重なる場合は、新しいクリップが次のトラックに読み込まれま
す。
MixPadを使ってトラックを録音する
MixPadを使ったトラックの録音に関する詳細はクリップを録音するのページをご覧
ください。

ハードドライブから音声クリップを読み込む
ハードドライブに保存されている音声ファイルを開いてMixPadに挿入する場合は、
ツールバーのクリップを読込むボタンをクリックします。挿入する音声ファイルの保
存場所を指定し、「開く」をクリックするとファイルがクリップとして挿入されます
。また、ファイルをMixPadのメイン画面にドラッグアンドドロップする形でも挿入
することができます。

CDからクリップを読み込む
CDから音声トラックを読み込むには、「クリップ」メニューから「CDからクリップ
を読み込む」を選択するか、ツールバーの「クリップを読込み」ボタンのプルダウン
から「クリップを抽出」を選択します。MixPadはCDのトラック情報をオンラインで
検索し、読み込み可能なトラックの一覧を表示します。読み込みを行うトラックを選
択し（複数のトラックを選択可能）、「読み込み」ボタンをクリックします。

ライブラリからクリップを読み込む...
MixPadには無料の音声ライブラリが搭載されており、著作権フリーの音楽や効果音
などをダウンロードいただけます。無料お試し期間中はダウンロードできるクリップ
の数が3個に制限されていますが、MixPadをご購入いただくと無制限でダウンロード
を行っていただくことができます。

ライブラリへのアクセスは、「クリップ」メニューからライブラリからクリップを読
み込むをクリックして行います。ライブラリのクリップはダウンロード前に全て試聴
が可能です。クリップをダウンロードする場合は、ダウンロードするクリップを指定
し、ダウンロードボタンを押してください。
動画ファイルからクリップを読み込む
MixPadを使うと、動画ファイルから音声を抽出してミキシングを行うことができま
す。「ハードドライブから音声ファイルを読み込む」に書かれている手順で動画ファ
イルをクリップとしてMixPadに読み込んでください。エクスポートされた音声の終
了位置をマークするしおりも作成されます。
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ベーシック - クリップを録音する
音声クリップの録音を行う際にはまず、音声入力の設定を行います。音声オプション

同じ録音オプション画面で、録音に使うサンプルレートの選択や、録音をステレオま
たはモノのどちらで行うかを設定できます。OKボタンをクリックして音声設定を保
存します。
設定画面を閉じたら 録音 
ボタン（メインの録音ボタンではなく、各トラックのコントロールパネルにある録音
ボタン）をクリックし、トラックを録音スタンバイ状態にします（この時点ではまだ
録音は行われません）。音声入力が正しく設定できている場合は、コントロールパネ
ル下部にある音声レベル表示メータが動きます。メータが動いていない場合は入力設
定を再確認してください。

入力設定が正しく行われていることを確認した後、メインの録音ボタン（メイン画面
の左下にある赤い丸が描かれたボタン）をクリックするとMixPadが録音を開始しま
す。
録音は、録音スタンバイ状態になっているトラック全てに対して行われます。メイン
の録音ボタンを押すと録音スタンバイ状態になっている全てのトラックが録音を開始
します。
録音中に満足できない点があり再度録音を開始する場合は再録音をクリックすると最
初から録音をやり直すことができます。
パンチ＆ロール 
領域を選択してパンチ＆ロールを選択し、選択した領域内に正確に録音します。
パンチ＆ロール録音を開始するには、領域を選択し、「録音」タブから録音ボタンを
クリックしてパンチ＆ロール」を選択します。「録音」ボタンの横にある矢印をクリ
ックして、パンチ＆ロールを選択することもできます。
パンチ＆ロール録音にはさまざまな録音モードがあります。各モードへのアクセスは
、MixPadのオプション画面の「全般」タブでパンチ＆ロール設定ボタンをクリック
します。
● 自動モードを選択すると、録音する音声の種類に応じて「固定」と「フレックス」

のいずれかを自動的に選択します。
● 固定モードは選択した領域の長さに応じて録音が自動的に停止します。このモード

は音楽系の音声に適しています。
● フレックスモードは選択した領域から録音を開始し、ユーザーが録音停止ボタンを

クリックするまで録音を続けます。このモードはポッドキャストなどのボイス録音
に適しています。

繰り返し録音（マルチテイク機能） 
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マルチテイクとは同一箇所を何度も録音することができる機能です。この機能を使っ
て録音を行うと、1つのクリップに同一箇所が複数回録音されたマルチテイククリッ
プが作成されます。マルチテイククリップの中から必要なテイクを選び、残りは全て
削除することができます。
マルチテイク機能を使うにはまず、タイムラインで領域を選択しループモードをオン
にします。次にトラック（1つまたは複数のトラック）を録音スタンバイ状態にし、
領域の先頭より前から録音を開始します。録音が領域内で繰り返され、1つ1つの繰り
返しが1つの「テイク」として録音されます。完了後はポップアップメニューを使っ
て必要なテイクを選択することができます。Ctrl+Shift+PまたはCtrl+Shift+Nキーを
押すと、それぞれ1つ前または後ろのテイクを選択することができます。

現在のバージョンでは、この機能はMIDI録音には対応していません。
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ベーシック - メトロノームとプリロール
メトロノーム
MixPadにはメトロノームが内蔵されており、プロジェクト画面上部のミニツールバ
ーにあるテンポ 
領域で指定したテンポや拍子に合わせて音を鳴らします。ミニツールバーにあるメト
ロノームボタンをクリックすることでメトロノームのオンとオフを簡単に素早く切り
替えることができます。

プリロール
再生や録音をカーソル位置より前から始めることができる機能です。録音を行う際に
録音位置の数小節前からの音声を聴きたい場合に非常に便利な機能です。
録音および再生時のプリロールの長さはオプション 
ダイアログで設定することができます。
プリロールのオンとオフの切り替えは、プロジェクト画面上部のミニツールバーにあ
るプリロールボタンをクリックすることで簡単に素早く行うことができます。
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ベーシック - 
クリップの配置、選択、コピー、クリップのリン
ク
クリップを1つだけ選択する場合は、選択するクリップの名前をクリックします。複
数のクリップを選択する場合は、マウスの左ボタンを押しながらドラッグして必要な
クリップを全てハイライトします。
クリップを移動する場合は、クリップ名が書かれている領域をクリックしてドラッグ
します。クリップは同一トラック内での移動だけでなく、別のトラックへ移動するこ
ともできます。クリップが小さすぎて扱い辛い場合はズーム機能をお使いください。
ズームを行うことでクリップ名が書かれた欄等が大きく表示され、作業がしやすくな
ります。

また、ズームを行うことで、より正確な位置へクリップを移動することができます。
またはShift + 右矢印/左矢印キーを使って左右に少しずつ移動こともできます。移動
の幅はオプション画面のプロジェクトタブで設定することができます。
クリップの正確な位置への移動には、グリッド線をお使いいただくという方法もあり
ます。グリッド線の表示をオンにすると、クリップの移動時はドロップしたクリップ
が直近のグリッド線に合わせて配置されるため、特定の位置に正しく配置することが
できます。グリッド線の表示がオンになっている状態で、グリッド線に合わせて配置
されないようにする場合は、シフトキーを押しながらクリップをドラッグしてくださ
い。グリッド線へ合わせて配置するという機能が不要な場合は、メイン画面の左下に
あるグリッド線ボタンをクリックしてグリッド線をオフの状態にしてください。Gtrl+
Gキーを押すことでもグリッド線を切り替えることができます。

クリップはコピー貼り付けが可能です。コピーするクリップを選択し、CtrlキーとCキ
ーを一緒に押してクリップをコピーした後、貼り付けを行う場所でCtrlキーとVキーを
押して貼り付けを行います。コピー貼り付けはまた、「クリップ」メニューまたは右
クリックメニューを使って行うこともできます。
またクリップをコピーするもう1つの方法としてCntlキーを押しながらクリップをド
ラッグするという方法があります。この方法を使うと、クリップのコピーを作成し、
それを別の場所にドラッグするという作業を行うことができます。
コピー貼り付けは複数のクリップを一括で行うこともできます。Shiftキーを押しなが
ら必要なクリップを全て選択した状態でコピーを行うと、選択したクリップが全てコ
ピーされます。
編集中に誤ってクリップを移動してしまわないようにするために、クリップをロック
することができます。ロックされたクリップは、ロックの解除が行われるまで移動す
ることができません。クリップをロックするには、クリップを選択し、ツールバーの

アイコンをクリックします。同じボタンを再度クリック
するとクリップのロックが解除されます。各クリップの右上部に錠前の形のアイコン
があり、クリップがロックされている時はこのアイコンもロックされた形で表示され
ます。解除されている場合は錠前が開いた状態で表示されます。クリップが小さすぎ
る場合は錠前アイコンが見えない場合がありますので、必要に応じてクリップをズー
ムしてください。
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一覧からクリップを削除する場合は、削除するクリップの右上（錠前アイコンの右側
）にあるX印をクリックします。また、クリップを選択してCtrl+Deleteキーを同時に
押す形でも削除を行うことができます。クリップを削除しても音声ファイル自体は削
除されませんので、必要に応じていつでもクリップを再読み込みすることができます
。錠前アイコンと同様に、クリップ削除用のX印もクリップが小さすぎる場合は表示
されない場合がありますのでご注意ください。

システムにコピー/システムから貼り付け
この機能を使うと他のプログラムとのデータの共有が可能になります。クリップまた
はクリップの一部をシステムのクリップボードにコピーし、他のプログラム（例えば
WavePad 
音声編集ソフト）に貼り付けて編集を行うことができます。また逆に、WavePadで編
集したクリップをシステムのクリップボードにコピーし、MixPadに貼り付けを行う
ことも可能です。

クリップをリンク
クリップの相対時間の位置がリンクされます。クリップを10ミリ秒前方にドラッグす
ると、そのクリップにリンクされている全てのクリップも10ミリ秒先に移動します。
クリップをリンクするには少なくとも2つのクリップを選択し、「クリップ」タブに
ある「クリップをリンク」ボタンをクリックします。クリップのリンクを解除するに
は、リンクを解除するクリップを選択し、「クリップのリンクを解除」ボタンをクリ
ックします。選択したクリップを右クリックして、クリップのリンクやリンク解除を
行うこともできます。
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ベーシック - ナビゲータを使う
比較的大きなプロジェクトや複雑なプロジェクトを編集中は、ナビゲーションコント
ロール（プロジェクト画面の左下部にあります）を使うとプロジェクト内を移動しや
すくなります。このコントロール領域にはプロジェクト全体のマップが表示されてい
ます。コントロール領域をクリックしてドラッグすることで、ズームやスクロールを
せずに簡単にプロジェクト内の特定の領域を素早く見つけることができます。

各クリップは小さな四角形で表示され、メイン画面に現在表示されている領域は薄い
色の大きな四角形で表示されます。
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ベーシック - トラックについて
MixPadで作業可能なトラック数は数に上限がありません。デフォルトではメイン画
面にトラックが5つ表示されていますが、トラック数は制限なく挿入および削除が可
能です。
トラックの挿入と削除
既存のトラック間に新規トラックを挿入する場合はCtrl-Tをクリック、「トラックを
挿入」ボタンをクリック、メニューから「トラックを挿入」を選択のいずれかの方法
で挿入することができます。
新規トラックを既存のトラック間に挿入する場合は、Ctrl+Insertを押します。もしく
は、「トラック」タブで「トラックを挿入」ボタンをクリックします。
トラックを削除する場合は、削除するトラックを選択し、以下のキーを押します：Ctr
l+Shift+Delete。または、プロジェクト画面右側にある「トラックを削除」ボタンを
クリックするか、「トラック」メニューからトラックを削除を選択して行う事もでき
ます。
トラックの選択と移動
トラックの選択は、上下の矢印ボタンを押してトラック間を移動するか、マウスで必
要なトラックをクリックして行います。Page 
UP/Downボタンを押すと、それぞれ最初のトラックと最後のトラックへ移動します
。Ctrl+Up/Down 現在選択されているトラックを上下に移動することができます。
複数のトラックに録音
複数のトラックに同時に録音を行う場合は、録音を行うそれぞれのトラックで録音ボ
タンを押します（各トラックの録音ボタンは、画面左側の領域にある、丸印が描かれ
たボタンです）。録音ボタンを押したトラックは、録音スタンバイ状態になります。
必要なトラックを全て録音スタンバイ状態にした後、メイン画面の左下にあるメイン
の録音ボタン（赤い丸が描かれたボタン）をクリックすると録音が始まります。

音声オプションを設定する
MixPadの各トラックはそれぞれ個別に、出入力やデバイス、チャンネルなどの音声
オプションを設定することができます。各トラックのオプションは音声オプションボ
タン（レンチが描かれたボタン）をクリックするか、トラックを選択した後「トラッ
ク」タブの「音声オプション」ボタンを押して設定を行います。トラックの設定は、
そのトラックに読み込まれた（録音された）音声クリップすべてに適用されます。

各トラックの音声設定ボタン上にマウスのカーソルを置くと、音声設定内容が表示さ
れ、設定内容を素早く確認することができます。
ミュートと単独再生
MixPadのプロジェクト内の一部のトラックのみを聴く必要がある場合、例えばドラ
ムの音は再生せず、ピアノの音だけを聴きたい場合などはミュートまたは単独再生の
機能を使うことができます。ミュートボタン（Mの文字が書かれたボタン）が各トラ
ックのコントロールパネル（画面左側の部分）にあります。このボタンを押すと、ボ
タンが押されたトラックの音声を消すことができます。ミュートボタンを押したトラ
ックの音声は、プロジェクトの再生時に再生されなくなります。また、あるトラック
だけを単独で再生することもできます。Sの文字が書かれたボタンを押すとプロジェ
クトの再生時に、このボタンが押されているトラックのみが再生されます。

トラックをたたむ
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複雑なミキシングを行う場合などに、大量のトラックを挿入する必要が生じることが
あります。画面に収まりきらない程のトラックが挿入されている状態では、各トラッ
クを確認する際に何度も画面をスクロールする必要が生じるため、こうした際はトラ
ックをたたんでおくと余計なスクロールをせずに済みます。トラックをたたむ場合は
、ツールバーの「トラックをたたむ」ボタンをクリックするか、画面左側のコントロ
ールパネルのトラック名横にある三角形をクリックします。

パン
各トラックのコントロールパネルにはパン用のスライダがあります。このスライダを
使い、音声の出力を左チャンネルのみ、右チャンネルのみ、左右のチャンネルの中央
からの3種類に設定することができます。パンのスライダを使ってトラックに行った
調整は、個々のクリップに対して行ったパン指定のフェードポイントに対しても適用
されます。

エフェクトチェーンを挿入する
MixPadを使うと各トラックにライブエフェクトチェーンを構築することができます
。ライブエフェクトチェーンとは、音声がエフェクトのレンダリングを行うのを待た
ずに、音声の再生中にすぐに使うことができる各種エフェクトのことです。エフェク
トの挿入および編集を行うには、各トラックのコントロールパネルにあるFXと書かれ
たボタンをクリックします。選択したトラックに現在適用されているエフェクトの一
覧が表示されます。「エフェクトを挿入」ボタンをクリックして新しいエフェクトを
チェーンに挿入するか、既に挿入されているエフェクトを選択してエフェクトの調整
を行います。エフェクトを削除する場合は削除するエフェクトを「エフェクト」と書
かれている欄でハイライトし「エフェクトを削除」ボタンをクリックします。

トラックの色
各トラックは色分けすることができます。トラックを色分けすることで、多数のトラ
ックが読み込まれている場合などに、必要なトラックがすぐに見分けることができま
す。色の指定を行うには、色を指定するトラックの波形を右クリックし トラックの色

デシベル表示
クリップの再生中はデシベルのレベルを色で表示するメーターが動きます。デシベル
は各トラックごとに表示され、各メーターには再生および録音音声のピーク（頂点）
を表す赤い縦線が表示されています。デシベルメーターは再生や録音中の正確なデシ
ベル音声を確認するのに役立ちます。また、赤い縦線が不要な場合は線をクリックし
すると簡単に消すことができます。 

ミキサー画面
ミキサー画面は全トラックのコントロールが縦に並んだフローティングウィンドウと
して表示されます。メイン画面のコントロールパネルと同じ機能ですが、全てのトラ
ックのコントロールをより使いやすくする便利な画面です。ミキサーボタンをホーム
タブでクリックして開きます。この画面では各トラックの音量およびマスター音量の
両方の調整ができるほか、各トラックのパンやミュート、単独再生、色などの設定を
行うことができます。

エクスプローラバー
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エクスプローラバーにはMixPadで良く使われる機能へのリンクが表示されます。エ
クスプローラバーの表示が不要な場合は、バーの右上にあるX印をクリックして閉じ
ることができます。エクスプローラバーの表示/非表示の変更や表示場所の変更は、「
画面表示」メニューから「エクスプローラバー」を選んでクリックします。
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ベーシック - プロジェクトについて
「MixPadプロジェクト」とは、MixPadを使って作成したミキシング作品のことです
。ミキシングに使った全てのトラックとクリップのことを指します。
再生
MixPadプロジェクトを再生する場合は、再生用のカーソルを再生開始位置に置き、
メイン画面の左下にある再生ボタンをクリックします。また、キーボードのスペース
バーを押すことで再生と停止を行うことができます（音声が再生されていない状態で
スペースバーを押すと再生が始まり、再生中に押すと再生が止まります）。早送り や

ボタンをクリックして音声を検索するか、 先頭に移動または末尾に移動ボタン
をクリックしてトラックの冒頭または末尾に素早く移動します。
スクラブモードで再生を行うと、ミキシング中に音声の特定の箇所へ簡単に移動する
ことができます。スクラブモードでミックスを再生するにはスクラブボタン（プロジ
ェクト画面下部）をクリックします。また、キーボードのF6キーを押すことでスクラ
ブのオンとオフを切り替えることができます。
停止と一時停止
MixPadでは停止ボタンをクリックすると、音声の再生が停止しカーソルが再生開始
前の地点に戻ります。こうすることで同じ部分の音声を何度も簡単に確認することが
できます。
再生を一時停止する場合は一時停止ボタンをクリックするか、キーボードの Pキーを
押します。一時停止では再生停止後カーソルは再生前の位置に戻らず、一時停止を行
った地点に留まります。一時停止ボタンを再度クリックするか再生ボタンをクリック
すると、一時停止した地点から再生が始まります。
再生ボタンを音声が既に再生されている状態でクリックすると、再生開始位置にカー
ソルが戻り、そこからまた音声の再生が始まります。
プロジェクトの領域を設定する
プロジェクト内の特定の領域で作業を行う場合は、領域を指定することができます。
画面下部のタイムラインでマウスをドラッグすると、ドラッグした領域がハイライト
されます。この状態で再生ボタンを押すと、再生カーソルが置かれている場所から再
生が始まりますが、ループモードが選択されている場合は選択した領域内の末尾に達
すると、選択領域の先頭に戻って再生が始まり、選択領域内だけが繰り返し再生され
ます。選択領域の末尾の後ろから再生を始めた場合は、ループが行われず、単純に残
りの音声が再生されます。領域の選択を解除する場合は、タイムラインの下にある「
クリア」ボタンをクリックするか、Ctrl+

Dを押します。
プロジェクトの保存と読み込み
プロジェクトファイルは.mpdpの拡張子でデータフォルダに保存し（.ProjectDataの
拡張子のプロジェクトファイルと同じ名前で）、再度使う際に読み込むことができま
す。MixPadプロジェクトを保存すると、プロジェクトに使用した全ての音声ファイ
ルがプロジェクトのデータフォルダ内に保存されるため、プロジェクトを他のコンピ
ュータ等で使う場合に音声ファイルを別途読み込む必要はありません。プロジェクト
ファイルを読み込むだけで作業準備は完了です。

タイムラインモード
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タイムラインの表示は、時間または拍子と小節で表示することができます。表示の切
り替えは、コントロールパネル下の「ループとグリッド」タブで「タイムラインモー
ドを切り替え」ボタンをクリックして行います。
ループ再生モード
MixPadプロジェクトの特定の領域を繰り返し再生する場合は、録音タブのツールバ
ーにあるループボタンをクリックしてループ再生モードをオンにします。コントロー
ルパネル下の「ループとグリッド」タブにある矢印が描かれたボタンがループボタン
です。矢印が青く表示されている場合はループ再生がオンになっており、灰色で表示
されている場合はオフになっています。ループ再生がオンになっていることを確認し
た後、ループ再生を行う領域を選択します。領域の選択はタイムラインをマウスでド
ラッグして行います。再生カーソルが選択領域内にある状態で再生ボタンをクリック
すると、再生カーソルがある位置から再生が始まり、選択領域の末尾に到達すると選
択領域の先頭に戻って再生が始まり、選択領域内だけが繰り返し再生されます。選択
領域の前から再生を始めた場合も、選択領域の末尾に達すると上記と同様にループが
行われますが、選択領域の後ろから再生を始めた場合は残りの音声が再生されるだけ
でループは行われません。

BPMと拍子を調整する
ループとグリッドのタブの横にはBPMと拍子というタブがあります。このタブではプ
ロジェクトのBPM（一分間ごとの拍子）や拍子を変更することができます。タイムラ
インモードが拍子と小節に設定されている場合、BPMや拍子を変更するとタイムライ
ンに表示される数値も変わります。
グリッド線を表示する
グリッド線を使うと、複数のトラックのループやクリップを正確に並べる際に役立ち
ます。グリッド線をオンにするには、コントロールパネル下の「ループとグリッド」
タブで「グリッド線を切り替え」ボタンをクリックします。Gtrl+Gキーを押すことで
もグリッド線を切り替えることができます。グリッド線を使用中にBMPの変更を行っ
た場合は、グリッド線を一旦オフにしてから再度オンにすることでグリッド線のリセ
ットを行う必要がありますのでご注意ください。

メトロノーム
音声再生中にメトロノームを再生すると、ミックスする音声のテンポをマスター音声
のテンポに合わせる際に役立ちます。メトロノームのオン/オフを切り替えるには、プ
ロジェクト画面の左下にあるトラックの下にあるメトロノームボタンをクリックしま
す。メトロノームを使えるようにするには、まずオプション画面でメトロノームをオ
ンにする必要がある場合があります。メトロノームのオプションの詳細については、
このマニュアルの オプション - メトロノームのページを参照してください。
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ベーシック - エクスポート
ミキシングの完了後はプロジェクトをCDに書き込んだり、mp3プレーヤーで再生し
たりするために.wavや.mp3などの音声ファイルにエクスポートすることができます。
ファイルメニューをクリックし、プロジェクトを音声ファイルにエクスポートを選択
します。エクスポートオプションのダイアログが開きます。参照ボタンをクリックし
てプロジェクトの保存先と保存フォーマットを選択します。保存先と保存フォーマッ
トを選択したら、設定ボタンをクリックしてエクスポートする際の設定を必要に応じ
て変更します。

エクスポートの際には以下のようなオプションを選択できます：
出力サンプルレート 
エクスポート時にデフォルト値として使用するサンプルレートを選択します。一部の
形式は独自の設定を持ち、設定されている場合はデフォルトのサンプルレートを上書
きすることができます。 
出力チャンネル 
エクスポート時にデフォルト値として使用するチャンネルを選択します。一部の形式
は独自の設定を持ち、設定されている場合はデフォルトのチャンネルを上書きするこ
とができます。サラウンドサウンドボタンを使用して、サラウンドサウンドの設定を
行います。 
音声タグ 
エクスポートしたファイルにメタデータタグを挿入しアーティスト名やアルバム名な
どの情報が表示されるようにする場合はこのボタンをクリックします。プロジェクト
のメタデータはメニュー->ファイル->プロジェクトオプションまたはメニュー->編集-
> 音声タグを編集...から編集できます。 
選択した作業領域のみエクスポート 
このオプションを選択すると、選択した作業領域内のプロジェクトの領域のみがエク
スポートされます。作業領域を選択するには、メインのプロジェクトタイムラインで
領域の開始点と終了点を設定します。このオプションはプロジェクトのタイムライン
に選択された領域がある場合にのみ表示されます。 
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ベーシック - クラウドサポート
Dropbox MixPadはDropboxを使ってプロジェクトのアップロードやダウンロードを
行うことができます。プロジェクトをアップロードするには、ファイルメニューから
「クラウドアップロード/ダウンロード」を選択し、「プロジェクトをDropbosに保
存」を選択します。こうすることで、MixPadプロジェクトの全てのファイルが保存
され、他のコンピュータで開くことができるようになります。

Googleドライブ 
MixPadはGoogleドライブを使ってプロジェクトのアップロードやダウンロードを行
うことができます。プロジェクトをアップロードするには、ファイルメニューから「
クラウドアップロード/ダウンロード」を選択し、「プロジェクトをGoogleドライブ
に保存」を選択します。こうすることで、MixPadプロジェクトの全てのファイルが
保存され、他のコンピュータで開くことができるようになります。

YouTube  
ミックスダウンしたプロジェクトを直接YouTubeチャンネルにアップロードするには
ファイルメニューから「クラウド/アップロード/ダウンロード」を選択し、「YouTu
beにミックスをアップロード」を選択します。

29



ベーシック - VST
VSTおよびVSTiプラグイン 
MixPadはVirtual Sound 
Technology（VST）プラグインに対応しています。こうしたプラグインを使うことで
MixPadを使って更に高度な作業ができるようになります。エフェクト系のプラグイ
ンを使い音声に様々なエフェクトを加えたり、楽器系のプラグインを使ってMIDIファ
イルの音声を特定の楽器の音で再生したりと言った作業のほか、音声信号を視覚化す
るプラグインを使うことも可能です。

VSTプラグインは無料のものから有料のものまで様々な種類のものが市場に出回って
います。ウェブ検索を行うと多数のサイトが見つかりますが、弊社でも一覧をご用意
していますのでご参照ください：
http://www.nch.com.au/wavepad/jp/free-vst-plugins.html
音声トラックにVSTエフェクトを挿入するにはFxボタンをトラックのコントロールパ
ネル（画面左側）でクリックします。ダイアログが開くので画面左側のパネルにある

という項目をご覧ください。ここにはインストール済みの有効なVST
プラグインが全て入っています。何も入っていない場合はVSTがインストールされて
いないか、VSTプラグインが間違った場所に保存されている可能性があります。この
場合はVSTプラグインのファイルが保存されている場所をVSTタブ（オプションダイ
アログ内）で指定してください。
VSTインストルメントを使ってMIDIファイルを再生またはモニター 
VSTインストルメント（VSTi）はMIDIを入力および出力音声とする特殊なプラグイ
ンです。VSTiを使ってMIDIクリップを再生できるだけでなく、MIDIハードウェアを
使って録音中の音声をモニターすることもできます。トラックでMIDI再生やモニター
を行うには、各トラックのコントロール領域にあるスパナのアイコンをクリックして
オプション画面を開きます。オプション画面の中ほどにMIDI再生オプションという項
目が見つかるはずです。「VSTインストルメントを使ってMIDIを再生」のラジオボタ
ンを選択し、使用する楽器をプルダウンメニューから選択します。
MIDI録音のモニタはモニタオプションの項目から同様の作業を行います。「ASIOデ
バイス用VSTインストルメントを使ったMIDIのモニタリングをオンにする」のラジオ
ボタンを選択し、プルダウンメニューから使用する楽器を選択します。
VSTiの選択が完了すると、各トラックのコントロールパネルにある2つのキーボード
のアイコンをクリックして、選択したプラグインのインターフェースを開くことがで
きます。左側のボタンをクリックすると再生用に割り当てられたVSTiが開き、右側の
ボタンをクリックすると録音のモニタ用のVSTiのインターフェースが開きます。
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ベーシック - ショートカットキー一覧
ヘルプ 
● MixPadの製品マニュアルを表示 [F1]
閉じる 
● MixPadを終了する [Alt+F4]
Projectの作業 
● 新規プロジェクト [Ctrl+N]
● プロジェクトを開く [Ctrl+O]
● プロジェクトを閉じる [Ctrl+F4]
● プロジェクトを保存[Ctrl+S]
● プロジェクトに名前を付けて保存... [Ctrl+Shift+S]
● プロジェクトを音声ファイルとしてエクスポート（MP3、WAV等）... 

[Ctrl+Shift+E]
● 元に戻す [Ctrl+Z]
● やり直す [Ctrl+Y]
● グリッド線を切り替える [Ctrl+G]
● しおりを挿入 [Ctrl+SHIFT+B]
● しおり一覧を表示 [Ctrl+SHIFT+M]
● クリップ管理画面を表示 [Ctrl+SHIFT+C]
● ビートメーカーを開く [Ctrl+B]
● 全画面表示 [Alt]
トラック操作 
● トラックを追加 [Ctrl+T]
● トラックを挿入 [Ctrl+Insert]
● トラックを削除 [Ctrl+Shift+Delete]
● トラックをミュート [Ctrl+M]
● トラックを単独再生 [Ctrl+L]
● トラックを1つ上に移動 [Ctrl+上矢印]
● トラックを1つ下に移動 [Ctrl+下矢印]
● 選択したトラックを開く [Alt+下矢印]
● 選択したトラックを閉じる [Alt+上矢印]
クリップ操作 
● 全てのクリップを選択 [Ctrl+A]
● 現在のトラックの全てのクリップを選択 [Ctrl+Shift+A]
● ディスクから音声ファイルを読み込む [Ctrl+Shift+O]
● WavePadで編集 [Ctrl+E]
● クリップを分割 [Ctrl+Shift+T]
● 自動ビート検出 [Ctrl+Shift+D]
● クリップをコピー [Ctrl+C]
● 選択した領域をコピー [Ctrl+C]
● 選択した領域を切り取り [Ctrl+X]
● クリップを貼り付け [Ctrl+V]
● クリップまたは選択した領域を削除 [Delete or Ctrl+Delete]
● クリップ名を変更 [F2]
● クリップをロック/ロック解除 [Ctrl+K]
● フェードポイントを削除 [右クリック]
● 1つ前のテイクを選択 [Ctrl+Shift+P]
● 次のテイクを選択 [Ctrl+Shift+N]
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● クリップを少し左に移動 [Shift+左矢印]
● クリップを少し右に移動 [Shift+右矢印]
● クリップを1つ上のトラックに移動 [Ctrl+Shift+上矢印]
● クリップを1つ下のトラックに移動 [Ctrl+Shift+下矢印]
● クリップを左側の次のスナップ位置に移動（カーソルとしおり） 

[Ctrl+Shift+Left]
● クリップを右側の次のスナップ位置に移動（カーソルとしおり） 

[Ctrl+Shift+Right]
● フェードポイントを上に移動 [上矢印]
● フェードポイントを下に移動 [下矢印]
● フェードポイントを左に移動 [左矢印]
● フェードポイントを右に移動 [右矢印]
● 次のクリップのフェードポイントを選択 [Tab]
● 1つ前のクリップのフェードポイントを選択 [Shift-Tab]
● 選択したクリップのフェードポイントを削除 [フェードポイントを選択 + Delete]
音声再生に関する作業 
● 録音 [F5]
● 再録音 [Ctrl+F5]
● 再生 [Space]
● 停止 [Space]
● 一時停止/再生開始 [P]
● スクラブ [F6]
● ループモード [Ctrl+Shift+L]
● 冒頭へ移動 [Home]
● 早戻し [左矢印]
● 早送り [右矢印]
● 末尾へ移動 [End]
ズーム操作 
● 横方向に拡大 [Ctrl+プラスキー]
● 横方向に縮小 [Ctrl+マイナスキー]
● 縦方向に拡大 [Ctrl+Shift+マイナスキー]
● 縦方向に縮小 [Ctrl+Shift+マイナスキー]
● 縦方向に最大限に拡大 [Ctrl+Shift+V]
● 両方向に最小限に縮小 [Ctrl+Shift+F]
スクロール操作 
● 横にスクロール[Shift+マウススクロール]
● 縦にスクロール[Ctrl+マウススクロール]
MIDI編集ソフト 
● MIDI編集ソフト
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編集 - クリップを編集する
MixPadを使った音声編集
MixPadにはベーシックな音声編集機能が搭載されています。お使いいただける編集
機能は以下の通りです。更に高度な編集機能が必要な場合は、WavePad 
音声編集ソフトをお使いください。
特定の領域の編集
以下で説明する編集機能の多くは選択された特定の領域に対して使われます。クリッ
プを1つだけ選択する場合は、選択するクリップの名前をクリックします。複数のク
リップを選択する場合はCtrlキーを押しながら複数のクリップをマウスで左クリック
します。クリップ内の一定の領域を選択する場合は、マウスの左ボタンを長押ししな
がら必要な領域をドラッグします。
全て選択するCtrl+(A)
全てのトラック上の全てのクリップを選択する場合はCtrl＋Aを押します。
スクラブ (F6)
編集中に特定の領域を指定する際にはスクラブ機能を使うと便利です。スクラブモー
ドでミックスを再生するには、画面下部の再生コントロールボタン領域にあるスクラ
ブボタンをクリックします。F6キーを押すことでスクラブモードのオンとオフを切り
替えることができます。スクラブモードで再生中は、左右の矢印を使ってミックス内
を移動することができます。矢印ボタンは長押しをすると再生速度が徐々に速くなり
ます。

元に戻す（Ctrl+Z）
音声ファイルを編集前の状態に戻します。何らかの編集を試す場合や、誤って編集を
行ってしまった場合などに便利な機能です。１つ前の作業だけを元に戻す場合は、Ctr
l+Zを押します。
切り取る（Ctrl+X）
特定の領域を指定して切り取った場合、切り取られた領域はクリップボードにコピー
され別の領域に貼り付けることができます。特定の領域を移動する際に便利な機能で
す。
切り取りを行うには、切り取る領域を選択しCtrl+Xを押します。
コピー（Ctrl+C）
特定の領域をコピーすると、指定した領域がクリップボードにコピーされ、他の位置
に貼り付けることができます。音声の一部をコピーして他のファイルに挿入またはミ
ックスする際にお使いください。
コピーを行うには、コピーする領域を指定しCtrl+Rを押します。ファイル全体をコピ
ーする場合は、Ctrl+Cを押します。
貼り付け（Ctrl+V）
貼り付けは、「切り取り」または「コピー」機能を使った場合にのみ使うことができ
ます。
貼り付け機能を使うと、現在選択されている領域が、クリップボードにコピーされた
領域で置き換えられます（領域が選択されていない場合は、カーソルが置かれている
位置に挿入されます）。領域を置き換える場合は、Ctrl+Vを押します。挿入する場合
は、トラック内で挿入位置をクリックし、Ctrl+Vを押します。
削除（Ctrl+Deleteキー）
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クリップまたは選択領域を削除する場合は、編集タブで削除ボタンをクリックします
。削除は切り取り機能と似ていますが、削除されたものはクリップボードにコピーさ
れませんのでご注意ください。
トリミング 
ファイルの先頭や末尾を切ることをトリミングと言います。録音音声の開始地点前ま
たは終了地点後に無音部分やノイズがある場合に便利な機能です。
トリミングを行うには、クリップの先頭または末尾にマウスのカーソルを置きます。
カーソルの形が両矢印（⇔）に変わったらクリップをクリックしてドラッグしサイズ
の変更を行います。
トリミングを行うもう1つの方法はクリップ上をドラッグして領域して必要な領域を
選択し「領域をトリミング」をクリックするという方法です。こうすることで選択し
た領域以外の部分が削除されます。
領域を無音にする
「領域を無音にする」を使うと選択した領域を無音にすることができます。クリップ
上をドラッグして領域を選択し、「領域を無音にする」ボタンをクリックすると選択
した部分が無音状態になります。
クリップを分割
1つのクリップを2つに分割します。分割を行う位置をクリックし、編集タブの「クリ
ップを分割」ボタンをクリックすると、指定した位置でクリップが分割されます。
クリップを繋ぐ
分割されたクリップ繋いで1つのクリップにします。上記の方法で分割を行ったクリ
ップは、編集タブの「クリップを繋ぐ」ボタンをクリックすると1つのクリップに戻
ります。
結合
統合ツールを使って選択したクリップを繋げます。統合するクリップを選択し、編集
タブの「統合」ボタンをクリックするとファイルが1つに繋がります。統合したクリ
ップはそれぞれのクリップのタイムライン上の位置を元に1つにミックスされ繋がり
ます。統合したそれぞれのクリップは統合後は削除され統合された1つのクリップの
みがMmixPad上に残ります。この方法でMIDIクリップの統合も行うことができます
。

伸縮
伸縮ツールを使ってクリップの長さを変更します。クリップを選択し編集タブの「伸
縮」ボタンをクリックして作業を開始します。全体の長さを新しく指定するか、再生
終了時間を変更することで伸縮を行います。「ピッチを固定する」を選択すると音声
のピッチを変えずに伸縮を行うことができます。
クリップをミックス
「クリップをミックス」ツールを使って1つのトラック内の複数のクリップをミック
スします。トラックを選択し「ミックス」タブの「クリップをミックス」ボタンをク
リックすると、選択したトラック内にあるすべてのクリップが1つに繋がります。ト
ラック内にあった複数のクリップは削除され、1つに繋がったクリップだけがトラッ
ク内に残ります。

WavePad音声編集ソフトを統合して音声を編集する
更に高度な音声編集を行う場合は、WavePad音声編集ソフトを無料ダウンロードして
お使いいただけます。WavePadの詳細はwww.nch.com.au/wavepad/jp
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をご覧ください。WavePadを使ってクリップを編集する場合は、編集するクリップを
右クリックし、「クリップを編集」を選択します。WavePadが起動し、音声の編集を
行うことができます。編集完了後は、WavePadで「保存」ボタンをクリックするとM
ixPad上のクリップが自動更新され、変更が適用されます。
IDタグ
IDタグツールを使うと、エクスポートされた音声ファイルのタグに使われるメタデー
タを編集することができます。編集タブのIDタグボタンをクリックすると編集画面が
開き曲名やアーティスト情報、アルバムタイトルなどの情報を入力/編集することがで
きます。
クリップをロック/ロック解除
クリップは誤って移動、編集、削除が行われないよう、ロックをすることができます
。クリップタブのツールバーにある「クリップをロック/解除」ボタンをクリックする
と、選択されているクリップがロック（またはロック解除）されます。
波形の表示
クリップを右クリックして「波形の表示」を選択し、「チャンネル分離」を選択する
と音声を2つのチャンネルの波形で表示できます。「チャンネル結合」を選択した場
合は波形が1つのチャンネルで表示されます。「波形の表示」から「現在の選択をデ
フォルトに設定」を選択すると、現在選択されている表示方法が次回から作成する新
しいクリップのデフォルトの表示方法として設定されます。
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編集 - クリップのトリミングと拡張
クリップを切り取ったり伸ばしたりする機能はMixPadの人気機能です。クリップは
クリップの先頭または末尾まで切り取ったり伸ばしたりすることができます。
トリミングと引き伸ばし
トリミングまたは引き伸ばしを行うには、まず、クリップの先頭または末尾にカーソ
ルを置きます。カーソルが両矢印（⇔）に変わったらマウスの左ボタンを押しながら
ドラッグしすると、クリップがトリミング（または引き伸ばし）されます。
クリップが元の長さを超えて引き延ばされた場合、クリップ上に縦に表示される点線
が元のクリップの開始または終了地点を示します。元の長さを超えて引き延ばされた
場合、音声はループされます。
トリミング/引き伸ばしのベースに設定
クリップのトリミングや引き伸ばしは何度でも行うことができます。元の音声ではな
く、現在使われているクリップをベースにトリミングや引き伸ばしを行う場合は、右
クリックメニューで「トリミング/引き伸ばしのベースに設定」を選択すると、設定し
たクリップをベースに今後のトリミングや引き伸ばしを行うことができます。

トリミング/引き伸ばしのベースに設定を選択すると、このクリップに縦に入っている
点線が消えます。これは表示されている部分のクリップが、後からトリミングや拡張
を行う際のベースとなるクリップとなったことを意味します。
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編集 - エンベロープのフェードポイント
フェードポイントを使った作業 
自動制御を使うと各クリップやトラックの音量やパンを時間の経過とともに変えるこ
とができます。デフォルトではクリップ音量の自動制御が表示されていますが、プル
ダウンメニューを使って「パン」または「自動制御無し」に変更することが可能です
。マウスを左クリックすることで、このエンベロープにフェードポイントを挿入する
ことができます。

フェードポイントは、ポイントをクリックしてドラッグするだけで簡単に編集するこ
とができます。フェードポイントを移動する際は、フェードポイントの位置や音量が
表示されます。
フェードポイントを移動する場合は、ポイントをドラッグします。またフェードポイ
ントを削除する際はポイントを右クリックします。
クロスフェード 
フェードポイントの最も一般的な用途は、1つの音声トラックからもう1つの音声トラ
ックへの移動をスムーズに行う、クロスフェードです。MixPadではこのクロスフェ
ードを簡単に行うことができます。まず、クロスフェードを行うクリップを選択し、
「クリップ」メニューから「選択したクリップをクロスフェード」をクリックします
。クロスフェードするクリップが重なっていることを確認してください（同じトラッ
ク内にある必要はありません）。次に前述の手順でフェードポイントを指定し、フェ
ードインとフェードアウトの位置を調整します。

クリップを重ね合わせると自動的にクロスフェードが挿入されます。自動挿入をオフ
にするにはオプション画面のクリップタブで重なり合うクリップにクロスフェードを
自動的に適用のチェックを外します。重なり合ったフェードポイントを全て削除する
には、クリップを右クリックしフェードポイントを消去を選択します。
トラックの自動制御 
フェードポイントはまた、トラックの自動制御にも使うことができます 
（音量、パン、VSTプラグインなどによる自動制御）。 
例えばあるVSTプラグインのパラメータを時間の経過と共に変える場合は、 自動化の
コマンドを「トラック」のタブから選択し、VST 
プラグインをプルダウンメニューから選びます。 
VSTプラグインファイル（*.dll）を選択し、パラメータにチェックを入れ、 
作業が完了すると新しい自動化がトラックに挿入されます。 
挿入後は、線上をクリックしてフェードポイントの挿入や編集できるようになり、 
フェードポイントを加えることでVSTのパラメータを指定して音声を 
再生できるようになります。 
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編集 - タイムライン編集
テンポ変更
MixPadはタイムラインのテンポ変更に対応しています。テンポ変更はメトロノーム
とプロジェクト内の全てのMIDIファイルに影響します。音声ファイルには影響ありま
せん。音声ファイルも新しいテンポに合わせる場合は、別途調整を行う必要がありま
す。デフォルトではテンポは1分間120拍に設定されていますが、特定の位置でこれを
30～280拍に変更することができます。 

例えば、12小節目でテンポを1分間240拍に変更する場合、まずタイムラインのモー
ドを拍子と小節に変更します。モードの変更は画面下部の「ループとグリッド」タブ
から選択するか、タイムラインを右クリックして「タイムラインモード」から拍子と
小節を選択して行います。次にタイムラインを右クリックしてテンポ変更を選択し、
テンポを編集ダイアログでテンポの値を240に変更し、小節の値を12に、また拍子の
値を1にします。 
メトロノームをオンにしてクリップを読み込み再生すると、指定した場所で指定した
場所でテンポが変わるのを確認いただけます。 
テンポの変更を削除または編集するには、タイムライン上のテンポ変更マークを右ク
リックしテンポ変更を編集またはテンポ変更を削除を選択します。 
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編集 - ビート/テンポ分析
はじめに MixPadはプロジェクトに挿入した音楽ファイルをスキャンして正確なテン
ポとビートの位置を検出することができます。
テンポ検出 
自動ビート検出方法の設定はオプション画面の「クリップ」タブで行うことができま
す。MixPadはプロジェクトに読み込まれている全てのクリップをバックグラウンド
でスキャンし、スキャン完了後にビートの情報を更新するようデフォルト設定されて
います。クリップの読み込み前にスキャンを行ったり、手動でのみスキャンを行うよ
う設定を変更することもできます。 

こうしたオプションの詳細はこちらからご覧いただけます。 
テンポの分析は予測可能なテンポのソースファイルのみに正しく行われます。MixPa
dが正確なテンポを検出できなかった場合はビート情報が表示されません。こうした
場合はテンポ編集機能を使って手動でテンポを入力することができます。 
バックグラウンドでの分析を選択した状態で、MixPadに音声クリップを1つだけ読み
込むと、MixPadはプロジェクトのテンポを読み込んだクリップのテンポに合わせま
す。 
テンポ編集 
MixPadがクリップのテンポを全く特定できなかった場合や、正しい特定が行われな
かった場合、テンポ編集機能を使って手動でテンポを調整することができます。テン
ポ編集機能を使うには、クリップを右クリックし「テンポとビートグリッドを編集」
を右クリックメニューから選択します。 
テンポ編集機能の使い方の詳細はこちらからご覧いただけます。 
ビートマッチング 
1つのクリップを別のクリップやプロジェクトのテンポにマッチさせることができま
す。クリップを右クリックして「ビートマッチング」を選択し、「プロジェクトとビ
ートマッチング」または「他のクリップとビートマッチング」のいずれかを選択しま
す。プロジェクトとビートマッチングを行うと、プロジェクトに設定されているテン
ポにクリップのテンポがマッチします。この値はプロジェクト画面上部の小さなツー
ル画面に表示され、同じ場所で編集できます。他のクリップとビートマッチングを行
った場合は、マッチングを行うクリップをプルダウンメニューから選ぶ必要がありま
す。 

メモ：ビートマッチはよりわかりやすいビートがある音楽でより正確に機能し、固定
テンポおよび可変テンポで機能します。

39

clips.html
tempoeditordlg.html


編集 - 動画の扱い方
動画エクスポート機能 
動画ファイルの音声をMixPadで作成した音声に置換えることができます。プロジェ
クトの作成を完了後、「ミックス」タブの「動画にエクスポート」をクリックすると
動画の同期画面が開くので、音声の置き換えを行う動画ファイルを選択し、エクスポ
ート後のファイルの保存場所とフォーマットを指定します。エクスポートボタンをク
リックすると、動画ファイルの音声をMixPadで作成した音声に置換えたファイルが
作成されます。エクスポートされた音声の終了位置をマークするしおりも作成されま
す。 
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編集 - クリップ管理
クリップ管理画面はプロジェクト内のクリップを一覧表示する浮動ウィンドウです。
クリップ管理画面を開くにはクリップ管理ボタンをツールタブでクリックします。ク
リップが短すぎてメイン画面で選択するのが難しい場合などは、クリップ管理画面を
使って簡単に選択することができます。また、クリップ管理画面で右クリックすると
右クリックメニューが表示され様々な作業を選択することができます。
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編集 - 履歴
MixPadは何らかの作業を完了するたびに、完了した作業を 
履歴一覧に保存します。作業を元に戻す場合は キーボードのCtrl+Z キーを押すか元
に戻すボタンを編集タブでクリックします。 
いくつか前の作業に戻す場合は、履歴管理を使うと便利です。履歴一覧は 履歴ボタン
を編集タブでクリックすると表示されます。履歴 管理にはこのプロジェクトの 
現在のセッションで行われた全ての作業が一覧表示されます。一覧で特定の作業を指
定すると 
指定した作業まで戻った状態でメイン画面が表示され、履歴管理画面を閉じることで 
この状態まで実際に作業が戻ります。 
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編集 - しおり
しおり
しおりはプロジェクト内の良く使う位置を指定する機能です。例えばしおりを使って
イントロやAメロ、サビなど曲中の各部分をマークしたり、編集作業中の箇所をマー
クしたりすることができます。 
しおりの管理画面を使うとしおりを簡単に使うことができます。この画面を開くには

ボタンをツールタブでクリックします。また、プロジェクトのタイムライン上
を右クリックすることでもしおりの設定を行うことができます。この方法ではしおり
の最もベーシックな機能にのみアクセスできます。 
しおり管理画面で挿入ボタンをクリックして新しいしおりを現在カーソルが置かれて
いる位置に挿入します。ダイアログボックスのパラメータを変更することで場所の微
調整ができます。しおりの場所は時/分/秒を入力することで指定できるほか、小節や
拍、サブビートを入力することでも指定できます。しおりの色も設定できます。
既存のしおりを編集するには、編集するしおりをハイライトして「しおり管理」ダイ
アログで編集ボタンをクリックします。場所を移動するだけの場合は、プロジェクト
のタイムラインでしおりを正しい位置にドラッグすることで変更できます。
しおりをした位置に移動するには、「ツール」タブのしおりボタンをクリックしてし
おりの一覧を開き、移動先に指定したしおりをクリックします。
複数のしおりの間を移動するには、「しおり管理」のダイアログで移動先のしおりを
クリックします。
プロジェクトに複数のしおりが設定されている場合、2つのしおりの間を1つの領域と
して素早く選択することができます。この方法で指定した領域はループ再生やループ
録音などに使うことができます。ループ録音とは、停止や再録音の作業をせずに同じ
個所に複数のテイクの録音をするための機能です。 
領域を選択するには、しおり管理ダイアログで領域の開始位置にあるしおりをハイラ
イトし、作業領域を選択ボタンをクリックします。茶寮領域を消去する場合は作業領
域をクリアボタンをクリックします。
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編集 - コンピングツール
コンピングツールを使ってマルチテイクしたクリップの一番良い部分を組み合わせま
す。コンピングツールを開くにはマルチテイクのクリップを選択しコンピングツール

コンピングツールのタブで区切りを挿入をクリックして区切りを挿入します。区切り
はカーソルが置かれている位置に挿入されます。コンピングツール内でカーソルをド
ラッグして動かすか、MixPadのメイン画面で位置をすることでカーソルの位置を動
かします。コンピングツール内にカーソルが無い場合は左クリックするとコンピング
領域内にカーソルが移動します。また、区切りをドラッグして移動させることもでき
ます。区切りを右クリックするとクリックした区切りが削除されます。使用するパー
ツを選択するには領域を左クリックします。 
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編集 - FFT画面
FFT画面ではカーソル位置の周波数を高速フーリエ変換で分析した結果が表示されま
す。画面下部のプルダウンメニューからハニング窓またはハミング窓のいずれかを選
択します。また、選択したトラックまたはプロジェクト全体のどちらを分析するかを
選択します。FFT画面にはトラックのエフェクトと自動化が含まれています。
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編集 - サラウンドサウンド
サラウンドサウンド サラウンドサウンド機能を使うと、サラウンドサウンドのプロジ
ェクトを作成することができます。DirectSoundプレーヤーをサラウンドサウンド対
応のデバイス（ヘッドホンなど）と共に使うことをお勧めします。サラウンドサウン
ド機能を使うには、オプションの「プロジェクト」タブで、「プロジェクトチャンネ
ル」を5.1または7.1に設定し、サラウンドサウンドボタンをミキシングタブでクリッ
クしてサラウンドサウンドのダイアログを開きます。 
サラウンドサウンド編集ツールには以下のような要素があります：
サラウンドタイプ： 
● 音声ソースの位置が2次元空間に固定されていることを静的と呼び、再生中に音声

ソースが移動することを動的と呼びます。
● ダイナミックとは、再生中に音源の位置が変化する可能性を意味します。
MixPadではトラックに静的サラウンドを使っており、音声ソースの位置を各トラッ
クごとに設定することができます。動的サラウンドはクリップに使われ、クリップの
位置は再生が行われるにつれ移動します。
動的サラウンドサウンドを選択し、パンエンベロープを使うと、クリップソースの位
置を調節することができます。パンエンベロープはクリップの位置を上下左右移動を
コントロールする2本の線です。パンエンベロープの赤い線はソースの時間軸上の位
置を割合で表示するものです。赤いカーソルをドラッグすると、レーダー画面でソー
スが移動します。動的サラウンドサウンドの場合、レーダー画面でソースを動かして
も設定に変更は行われません。 

レーダー表示: 
スピーカーとトラックはレーダー画面を使って視覚的に配置されています。 
ソース一覧: 
ソース一覧で利用可能なすべてのトラックです。これによりレーダー画面に含めるト
ラックの選択/選択解除が可能になります。 
スピーカー： 
スピーカーはサラウンド音声ミックスのチャンネルを表し、各チャンネルは通常1つ
のスピーカーを通して再生されます。文字がスピーカーアイコンと共に表示されます
。 
LFEスピーカー: 
LFEスピーカーは特殊なタイプのスピーカーです。通常は低周波数エフェクト(LFE)
音声トラックを搭載しています。LFEスピーカーに割り当てられたトラックは、その
スピーカー(チャンネル)を通してのみ再生されます。 
音量インジケータ: 
スピーカーアイコンからレーダー画面の中央に向かって伸びる青い線の長さは、スピ
ーカーの相対的な音量を示します。トラックを選択すると、スピーカーを通して再生
される選択されているトラックの総音量の割合を線の長さで示します。
空間ぼかし: 
空間ブラーは、複数のスピーカーのトラック音量分布を制御するパラメータです。主
な用途はトラックのローカリゼーションをぼかすことです。値が小さいということは
、ローカリゼーションが高いことを意味します。 
スピーカーの重量: 
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すべてのスピーカーは同じ重さでサラウンド音声をパンするようデフォルト設定され
ていますが、各スピーカーに異なる重さを指定することができます。重さが低いほど
パンニングに割り振られる量が少なくなります（メモ：LFEスピーカーには重さが割
り振られません）。最低値に設定されたスピーカーはパンニングから除外されます。
プロジェクトの作成が完了したらプロジェクトを「マルチチャンネル」サラウンド音
声のWAVファイルにエクスポートできます。ホームタブの「ミックスをエクスポート
」をクリックするとダイアログが表示されるので「サラウンド」を選択するとMixPa
dがサラウンド音声のプロジェクトを1つのマルチチャンネルWAVファイルにエクス
ポートします。 

ASIOチャンネルのマッピング  
> 
お使いの再生デバイスがASIO対応のデバイスである場合チャンネルをASIO出力に割
り当てることができます。オプション画面のプロジェクトタブでASIOチャンネルを
設定をクリックして設定を行います。 
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ビート作成 - ビートメーカー
はじめに ビートメーカーはプロジェクトのビート用トラックを作成するツールです。
ビートーメーカーにはサンプルのドラムキットとパターンが搭載されており、すぐに
ビートの作成を始めることができます。
まずはじめに・・・ 
まず最初にキットのダウンロードまたは作成を行います。キットがまだ何もインスト
ールされていない場合、キットのパッケージをダウンロードするかどうかを確認する
メッセージが表示されます。ビートメーカーを使うのが初めての場合はパッケージを
ダウンロードすることをお勧めします。
パターンを作成する 
ビートメーカーのプロジェクト領域（中央部分）にビートのパターンを挿入すること
でビートの作成を行います。プロジェクト領域のいずれかの枠内をダブルクリックす
ると空のパターンが挿入されます。
パターンにビートを挿入する 
挿入したパターン内の分割線をクリックするとビートが挿入されます。挿入したビー
トを右クリックするとビートを削除できます。再生ボタンを押すとビートを聴くこと
ができます。Shiftキーを押しながらパターンをドラッグすると全ての分割線に一度に
素早くビートを挿入することができます。分割線上の高い場所にビートを挿入すると
より大きな音で再生されます。 

パターンのサイズを変更する 
パターンの右上角をクリックしてドラッグするとパターンのサイズを変えることがで
きます。
パターンの分割数を変更する 
各パターンの分割数はパターン上部にある上下の矢印を使って変更することができま
す。
パターンを統合する 
同じトラック内の複数のトラックは「パターン」タブの「結合」ボタンを使って繋げ
ることができます。
パターンを分割する 
ツールバーの分割ボタンをクリックするとカーソルが置かれている位置でパターンが
分割されます。
パターンをグループ化する 
複数のパターンをグループ化する場合は「パターン」タブの「グループ化」ボタンを
クリックします。グループ化を解除する場合は「グループ化を解除」ボタンをクリッ
クします。パターンをグループ化するとグループ内の1つのパターンをクリックする
だけでグループ内の術のパターンが選択されます。
パターンのリンク 
パターンをコピー貼り付けすると貼り付け元のパターンと貼り付け先のパターンがリ
ンクされます。パターンがリンクされている場合、片方のパターンに行った変更はも
う片方のパターンにも同じことが行われます（例：片方にビートを挿入するともう片
方のパターンにも同様にビートが挿入されます）。ビート全体に同様のパターンを繰
り返す場合などに便利な機能です。リンクを外す場合は「リンクを外す」ボタンをク
リックします。

パターンをロックする 
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パターンの上部にある錠前のアイコンをクリックするとパターンのロックとロックの
解除を行うことができます。パターンがロックされている場合ビートの挿入や編集、
削除などを行うことができません。ただしパターン自体を削除したり移動したりする
ことはできます。パターンをロックすることで誤ってビートに変更を加えてしまう事
を防ぐことができます。

パターンライブラリを使う 
MixPadには良く使われる様々なビートのパターン一覧が搭載されています。パター
ンの一覧でアイテムをダブルクリックするとビートの作成画面にパターンが挿入され
ます。独自に作成したパターンをパターン一覧に追加することもできます。パターン
の作成後「パターン」タブのツールバーで「ライブラリに追加」ボタンをクリックす
ると作成したパターンがライブラリに追加されます。ライブラリに追加する際にはパ
ターン名とカテゴリを指定する必要があります。

作成するビートのプロパティ 
ビートメーカーの右上部には、作成中のビートのプロパティを調節するための一覧が
あります。
ループ領域 
タイムライン上部にある緑色のバーを使ってループ領域を指定します。このバーはバ
ーの両端にある三角形のハンドルを動かすか、プロパティ欄でループの開始/停止時間
を指定して長さを調節します。画面下部にある「ループ」ボタンをクリックするとル
ープのオンとオフを切り替えることができます。
トラックの音声を変更する 
各トラックにはそれぞれ異なる音声が割り当てられています。各トラックのプルダウ
ンメニューを使って、割り当てる音声を変更することができます。
ミュートと単独再生 
MボタンをSボタンを使って特定のトラックをミュートにしたり（Mボタン）、逆に
特定のトラックのみを再生したり（Sボタン）することができます。
トラックの音量 
各トラックのコントロールパネルにあるスライダを使ってトラックの音量を調整する
ことができます。設定した音量は設定を行ったトラックのパターンにのみ適用されま
す。
キットの作成と編集 
MixPadには「NCH 
Kit1」という名前のキットのサンプルが搭載されていますが、キットは独自に作成す
ることが可能です。キットを作成するには「ホーム」タブのツールバーで「キット編
集」ボタンをクリックします。
新規キットを作成する 
新しいキットを作成するには「キット編集」画面のツールバーで「新しいキット」ボ
タンをクリックします。キット名を付け、キットに挿入するコンポーネントと各コン
ポーネントに割り当てる音声を選択します。キット編集画面には1つのコンポーネン
トの情報が1つの行に表示されています。左端のプルダウンメニューを使って、キッ
トに装入するコンポーネントの種類を選択します。プルダウンの右横にあるファイル
パスを使って、このコンポーネントに使う音声を選択します。ファイルパスの右横の
欄にはキットに表示されるコンポーネントの名称を記入します。

ビートの保存と読み込み 
ビートの作成が完了後はビートを保存しておくと、後から簡単にビートの編集を行う
ことができます。
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ビートをエクスポートする
エクスポートボタンをクリックすると、作成したビートがメイン画面のトラックに読
み込まれ、通常の音声ファイルと全く同様に扱うことができるようになります。
ショートカットキー一覧 
● ビートメーカーを開く [Ctrl+B]
● 作成したビートを再生 [Space]
● 再生を停止 [Space]
● 作成したビートの先頭にカーソルを移動 [Home]
● 作成したビートの末尾にカーソルを移動 [End]
● ループをオン/オフ [L]
● 作品を保存 [Ctrl+S]
● 作品を読み込む [Ctrl+O]
● 作成したビートをメイン画面にエクスポート [Ctrl+E]
● 新しいパターンを挿入 [Ctrl+N]
● 選択したパターンを削除 [Delete]
● 現在選択されているパターンをコピー [Ctrl+C]
● 現在クリップボードにコピーされているパターンを貼り付け [Ctrl+V]
● 作品内のすべてのパターンを選択 [Ctrl+A]
● 1つ前の作業を元に戻す [Ctrl+Z]
● 元に戻した作業をやり直す [Ctrl+Y]
● ズームイン [Num +]
● ズームアウト [Num -]
● 現在選択中のパターンをパターンライブラリに追加 [Ctrl+B]
● 選択したパターンをまとめる [Ctrl+G]
● 選択したパターンのグループ化を解除 [Ctrl+U]
● 選択したパターンのリンクを解除 [Ctrl+L]
● パターンを統合 [Ctrl+J]
● 選択したパターンを繰り返す [Ctrl+R]
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MIDI - MIDIの再生
MixPadはMIDIファイルの再生に対応しています。MixPadが他のデジタル音声ミキ
サーに比べて優れている点の1つがMIDIファイルを使った作業が可能であるというこ
とです（MIDIトラックと他の音声トラックは全く同じものとして扱われます）。MI
DIファイルの使用を可能にすることで、更にフレキシブルなミキシングが可能になり
ます。

MIDIファイルは他の音声ファイルと同じ方法でMixPadに挿入します（ドラッグアン
ドドロップまたは「クリップ」メニューから読み込む）。
MixPadではMIDIファイルが他の音声ファイルと同様に扱われますが、MIDIファイ
ル自体は音声ファイルではありませんのでご注意ください。MIDIファイルはシンセサ
イザーに送られる一連の指示情報が入ったファイルで、シンセサイザーがこのファイ
ルの指示を音声化することで音が出ます。従って、MIDIクリップを再生する場合は必
ず音声再生用の出力デバイスが必要になります。外付けのMIDIシンセサイザーを使っ
たMIDIクリップは、レイテンシが低く、他の音声クリップと同期しやすくなるため、
これが一番お勧めの出力デバイスです。外付けのデバイスをお持ちでない場合はコン
ピュータに内蔵されているMicrosoftシンセサイザーで代用できます。内蔵シンセサイ
ザーを使う場合は音声遅延が生じるため、他の音声との同期が困難になりますのでご
注意ください。

MIDIファイルには複数のMIDIトラックが含まれている場合があります。複数のトラ
ックが入ったMIDIファイルをMixPadに読み込む場合は、全てのトラックを1つのク
リップにまとめる方法と、各トラックを個別のクリップに分けて読み込む方法のいず
れかを選ぶことができます。
MIDIの音声コントロールは音声ファイルのコントロールとは違う部分があります。M
IDIクリップの音声を個別にコントロールする場合は、VSTインストルメントを使う
必要があります。マスター音量コントロールを使ってMIDIの音量をコントロールする
こともできますが、この場合はMIDIを含む全ての音声がコントロールされます。MI
DIデバイスで音声再生中はMIDIクリップの音量を直接個別に調整することはできま
せん。
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MIDI - MIDIの録音
MixPadはMIDI対応デバイスやパソコンのキーボードを使ったライブ録音に対応して
います（キーのマッピングは以下の図をご覧ください）。MIDIクリップは既に音声が
あるトラックを含むどのトラックにも録音することができます。

1. 音声オプションアイコンを録音先のトラック上でクリックします。このトラックの
音声オプション画面が表示されます。

2. 録音オプションの項目で、「MIDIデバイスを使って録音」を選択します。
3. パソコンのキーボードまたはMIDIデバイスをプルダウンメニューから選択します

。
録音方法は通常の音声録音と基本的に同じです。
1. コントロールパネルの録音ボタンを押して、必要なトラックを録音スタンバイ状態

にします。
2. メイン画面下部の録音ボタンをクリックして録音を開始します。
3. MIDIデバイスの再生を開始します。MIDIがコントロールパネル内で点灯し、Mix

PadがMIDI音声を受信するたびに点滅します。
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MIDI - MIDIの編集
MIDI編集画面を使ってMIDIファイルを編集することができます。MIDIクリップを編
集するには、編集するクリップを選択してCTRL+Eを押すか、クリップを右クリック
して表示された画面から「クリップを編集」を選択します。MIDI編集画面が表示され
ます。
編集画面では以下のような作業を行うことができます：
● MIDIのノートを移動する：　ノートをマウスで掴んでドラッグします。
● MIDIノートの長さを変更する：　MIDIノートの端にマウスのカーソルを置き、両

矢印（⇔）が表示されたらドラッグしてサイズを変更します。
● ノートの削除：　削除するノートをクリックしてDeleteボタンを押します。
● プロパティパネル：「メモ」と「チャンネル」のタブが含まれています。「表示」

タブの「プロパティパネル」をクリックして「プロパティパネル」の表示と非表示
を切り替えます。

● 新しいノートを挿入：ノートを挿入する位置にマウスをクリックしてドラッグしま
す。ノートの速度とチャンネルはプロパティ画面の「ノートを作成」の欄で設定し
ます。

● ノートのプロパティを変更：　プロパティ画面がオンになっている状態では単純に
変更するノートを選択し、プロパティ画面がオフの状態ではノートを選択してCntl
キーと Ctrl+Pキーを押してプロパティ画面を開きます。プロパティ画面の「選択
したノート」の項目で必要な変更を行います。

● フィルタ：チャンネル毎にノートを表示/非表示にすることができます。例えば、
チャンネル0の全てのノートを表示しないようにする場合は、チャンネル0のチェ
ックを外します。

● コピー貼り付け：ノートをクリックして選択後、「コピー」ボタンをクリックする
と選択したノートがクリップボードに保存されます。キーを長押しすると Ctrl  
複数のノートを一度に選択することができます。貼り付けボタンをクリックすると
コピーしたノートがロールアウトに挿入されます。ノートはタイムライン上のカー
ソルが置かれている位置に挿入されます。

● クオンタイズとヒューマナイズ：クオンタイズはノートの位置や長さなどを正確に
配置します。ヒューマナイズはクオンタイズとは逆に、ノートの位置や長さなどを
ランダムにずらして配置することで、演奏をより人間味のあるものにします。

● VSTi（Virtual Studio Technology 
DLLプラグイン）をダウンロードしてMIDIにエフェクトを適用する：
「VST」の項目をご覧ください。

● イベント一覧：プログラムチェンジやコントロールチェンジなどのイベントを含む
全てのイベントの一覧です。

● MIDIノートをループ再生：ループモードをオンにし、タイムライン上でカーソル
をドラッグしてループする領域を選択します。

MIDI編集画面はMixPadプロジェクトの作業中も、開いたままの状態にしておくこと
ができます。編集画面を使って加えた変更は、同時にメイン画面のクリップにも反映
されます。
MIDI編集のショートカットキー一覧 
● 再生/一時停止 [スペースバー]
● 先頭に移動 [Home]
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● ノートを追加 [クリックしてドラッグ、またはダブルクリック]
● ノートを複製 [Ctrl + 選択したノートをドラッグ]
● ノートのサイズ変更 [ノートの端をクリックしてドラッグ]
● グリッドにスナップしない [Shiftを押しながら作業]
● ノートを選択 [右クリックしながらドラッグ]
● ズーム：マウスホイール
● 縦にスクロール：Alt+マウスホイール
● 横にスクロール：中央をクリックしてドラッグ
● 選択したノートの1分割を延長/短縮 [+/-]
● キーボードカーソルを1拍左/右に移動 [Ctrl+Shift+左/右矢印キー]
● キーボードカーソルを移動 [矢印キー]
● キーボードカーソルを1オクターブ上/下に移動 [X/Z]
● キーボードカーソルを左/右に移動 [Ctrl + 左/右矢印キー]
● キーボードカーソルを1拍左/右に移動 [Ctrl+Shift+左/右矢印キー]
● キーボードカーソル位置にノートを挿入 [入力]
キーボードを使ってノートを入力 
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エフェクト - エフェクト
MixPadを使うと各トラックにライブエフェクトチェーンを構築することができます
。ライブエフェクトチェーンとは、音声がエフェクトのレンダリングを行うのを待た
ずに、音声の再生中にすぐに使うことができる各種エフェクトのことです。エフェク
トの挿入および編集を行うには、各トラックのコントロールパネルにあるFXと書かれ
たボタンをクリックします。選択したトラックに現在適用されているエフェクトの一
覧が表示されます。挿入ボタンをクリックして新しいエフェクトを挿入します。挿入
されたエフェクトは、「エフェクト」の欄にエフェクト名が表示されます。ハイライ
トされているエフェクトは現在このエフェクトが選択されていることを示し、チェッ
クが入ったエフェクトは有効になっているエフェクトを意味します。挿入済みのエフ
ェクトを「エフェクト」欄で選択すると、右側の画面に変更可能な項目が表示されま
す。エフェクトを削除する場合は削除するエフェクトを「エフェクト」と書かれてい
る欄でハイライトし「エフェクトを削除」ボタンをクリックします。エフェクトの横
にあるチェックボックスからチェックを外すと、エフェクト自体はオフになりますが
エフェクトチェーンにエフェクトが残ります。

エフェクトチェーンを設定後このエフェクトチェーンを保存する場合は、「チェーン
を保存」ボタンをクリックします。保存したエフェクトチェーンを読み込む場合は、
「チェーン読込み」ボタンをクリックします。
エフェクト
AMラジオ 
AMラジオを模した音声を生成します。このエフェクトには編集可能なパラメータは
ありません。
増幅 
音量を上げて音を大きくするエフェクトのことです。音量は割合で入力されます：10
0は変更なしを意味し、50は6デシベル音量を下げ、200は6デシベル音量を上げるこ
とを意味します。
コーラス 
1つの音声の音程と速度を微妙に変化させて3つの異なる音声として聞こえるようにす
るエフェクトです。
メモ：コーラスはモノラル音声をステレオ音声にする際に便利なエフェクトです。コ
ーラスのエフェクトを適用する前にファイルをステレオ音声に変更してください。
コンプレッサ
コンプレッサの音声エフェクトは音声録音の音量レベルを制限して、特定の大きさの
範囲内に収まるようにします。このエフェクトの最も良く知られた例は、TV放送中の
音量です。放送自体の音量を変えていないのに、TVコマーシャルの音量が番組の音量
より大きく聞こえるのはこのエフェクトによるものです。
また、音声を1つのデバイスからもう1つのデバイスへ録音する場合、各デバイスが使
用する音量が異なることから希望通りの音量で録音されないことがあります（例えば
CDプレーヤーはカセットプレーヤーより広範囲の音量が使われています）。こうし
た問題を防ぐためにもこのエフェクトを使うことができます。
このエフェクトは、「しきい値」を使って指定したデシベル値を超えた録音音声を検
出し、音声を既定のデシベル値以下に下げるという作業を行いますが、この作業は徐
々に行われるため、聴いている側にはこうした調整が行われていることが気づかれな
いようになっています。
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圧縮率の設定は音量の変化の割合を設定します。例えば音量の変化を通常の4分の1に
抑えたい場合は、圧縮率を4：1に設定します。この場合、元の音量が一度に8デシベ
ル上がった場合でも、再生音声は2デシベルしか上がらないということになります。
リミットの設定では最大音量のデシベルを設定します。例えばリミットを0デシベル
で設定した場合は、音量が0デシベルを超えて再生されることはありません。リミッ
トの設定はしきい値の設定を似ていますが、大きな違いは、しきい値として設定した
デシベル値は（既定の値に下げるまでの短時間の間）この値を超えることがあるのに
対し、リミットで設定したデシベル値はいかなる場合でも超えることがないというこ
とです。

リミットで設定できる最小音量は、しきい値の最大値と同じです。つまり、しきい値
として設定した値を超えると音声の減少が始まりますが、この場合でも限度として設
定した値を超える音量には絶対にならないことを意味します。
歪み 
通常、歪みは極力抑えるようにするものですが、あえて歪みを加える場合もあります
。ギターを使った音声の場合、よく使われるエフェクトです。歪みは、0.0（歪みなし
）から1.0（クリッピング）の間で測定されます。エフェクトが適用を開始するレベル
もデシベル（dB）で指定します。歪みを加える前に、まずダイナミック 
レンジ圧縮を適用することで、音声がより均一になります。

エコー 
短い時間(通常 400 - 
1000ミリ秒)を置いて音が繰り返されるエフェクトです。巨大なスタジアムや山など
で大きな声を出すと聞こえる、いわゆる「こだま」のことです。エコーの長さと振幅
を指定します。デュレーションは、サウンドの繰り返しに使用する時間の長さです。
通常、400 
から1000ミリ秒の間です。振幅は1から99%の間です（数値が大きくなるほどエコー
が大きくなります）。

フェイザー 
フェイザーは位相を変えた2つの波の干渉を使って作られるスイープエフェクトです
。ディレイをとゲインをそれぞれ0ms～10msと0％～100％の間で特定します。
フランジャー 
オリジナルの音声をわずかに遅らせ、元の音声に重ねるというエフェクトです。遅延
時間（デフォルトは5ミリ秒）、1秒ごとの周波数変調（デフォルトは0.5Hz、すなわ
ち 2 秒）、変調の深度（デフォルトは 70%）、ウエット／ドライ ゲイン（100% 
はウエット、0% はドライ）を指定してください。
電話 
このエフェクトは通話音声を模した音を生成します。このエフェクトには編集可能な
パラメータはありません。
トレモロ 
トレモロはビブラートとよく似ていますが、トレモロではピッチの代わりに音量が変
動します。周波数（Hz）の設定が高いほど振動回数が多くなり、深度（％）が高いほ
ど音量の変動が大きくなります。
ワウワウ 
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サンプル内の特定の周波数帯を変調することで、音声を文字通りワウワウとうねらせ
る効果です。帯域フィルタとその中心周波数（以下で述べる中心周波数パラメータと
は違います）が、最低周波数と最高周波数（中心周波数と深度パラメータにより特定
）の間を行き来することでこうした音声効果を発生させます。行き来する頻度はワウ
周波数パラメータにより特定される周波数の三角波で表記されます。

共振：Qやエンファシスとも呼ばれ、帯域フィルタの共振ピークをコントロールしま
す。ここで指定した値がワウワウ効果のシャープさを決定します。値が高いほど共振/
ピークトーンが大きくなります。
深度：帯域フィルタで掃引した周波数帯を指定するパラメータです。範囲は範囲の割
合で指定します（0は行き来する幅が無いことを意味します）。範囲の割合の値をXで
指定した場合（中央周波数0）、最小および最大周波数はそれぞれ、（中央周波数 
-X）および（中央周波数 +X）となります。
中心周波数：このパラメータは帯域フィルタ掃引の中央周波数で、上記の通り最小お
よび最大周波数を指定するために使われます。
ワウ周波数：行き来する頻度またはワウワウ音声の周波数です。上記で述べた三角波
の周波数です。
ハイパスフィルタ 
ハイパスフィルタ（ローカットフィルタと呼ばれることもあります）は、指定したHz
より低い周波数を全て削除します。このエフェクトは、よりクリアで澄んだ音声を可
能にします。話し声の場合、音声を明瞭にするために通常300Hz程度のハイパスフィ
ルタを適用します。
ローパスフィルタ 
ローパスフィルタ（ハイカットフィルタと呼ばれる場合もあります）は特定のHz以上
の周波数を削除します。
リバーブ 
リバーブとは一定の時間後にランダムに反響して聞こえる音のことです。誰もいない
部屋や廊下などで音声を発した時に聞こえることがある、いわゆる残響を意味します
。録音用のスタジオは通常こうした残響が発生しないようになっているため、スタジ
オで行った録音はフラットな音声となります。トラックの音声にライブ感を出したい
場合は、リバーブのエフェクトを加えるのが効果的です。リバーブのレベルは、振幅
です。数値が高くなるほどウェットになり、小さくなるほどドライになります。時間
は、100～800ミリ秒の間で指定することができます。200ミリ秒の場合は小さな室
内程度の残響、800ミリ秒はコンサートホールなどの巨大な空間で発生する残響とご
理解ください。

イコライザ（ビジュアル、グラフィック、パラメトリック） 
詳しくは「イコライザ」のページをご覧ください。 
ピッチ補正 
音程の調整を行うパワフルな機能です。ボーカルクリップを読み込み、調整行う部分
を選択した後 ピッチ補正ボタンをツールバーでクリックするとピッチ補正画面が表示
されます。
ピッチ補正画面には全ての音声が音符で表示されます。必要に応じてピッチラインを
クリックして接点を挿入し、ピッチラインの接点を右クリックすると接点を削除でき
ます。この接点をドラッグしてピッチの位置を上下します。音声の再生時またはダイ
アログを閉じる際に変更が適用されます。
「ピッチ補正画面」の項目をご覧ください". 
サラウンドサウンド 
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詳しくは「サラウンドサウンド」のページをご覧ください。 
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エフェクト - 増幅
増幅
選択した領域の音量を上げて音を大きくします。音声の一部の音量を上げたり下げた
りするには、音量の変更を行う領域を選択し、「エフェクト」メニューから「増幅」
を選択します。音量は割合で入力します（100は変更なしを意味し、50は6デシベル
音量を下げ、200は6デシベル音量を上げることを意味します）。
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エフェクト - 正規化
正規化
音量の最大値がデジタル音声の最大シグナルと同じ（または特定の割合）にすること
を、音声の正規化と言います。通常、音声編集作業の最後に全てのファイルを100%
に正規化することで、音にゆがみが生じない範囲の最大音量に設定を行います。正規
化を行うことで複数の音声トラックの音量を同等または平均化することができます。

「ピークレベル方式」値を使った正規化は、ファイル内の最大音量のサンプルを検出
し、この値を「ピーク」値として正規化を行います。正規化のピークレベルを100％
（0dB）に設定することで、ファイル全体のピークが0dBに達するよう音量が増幅さ
れます。
「RMSレベル方式（平均ラウドネス）」を使った正規化は、複数ファイルの音量の平
均値を元に行います。この方法を使って複数のファイルを同じピークレベルに正規化
した場合、各ファイルのラウドネスの平均が揃います。平均ラウドネスは常にピーク
音量よりも低いため、この方法を使う際の「正規化ピークレベル」は「ピーク」値を
使う際より低く設定します。

「RMSレベル方式（ピークラウドネス）」を使った正規化は、ファイル内の最大音量
がどの程度大きいかを元に正規化を行います。複数のトラックの最大音量を同じにす
る場合は、この方法が最適です。ピークラウドネスを使った正規化も、ピークラウド
ネスが常にピーク音量よりも低いため、「正規化ピークレベル」は「ピーク」値を使
う際より低く設定します。ピーク値の実際の算出法は、50ミリ秒の窓ごとのRMSを検
出し、検出した窓を大きい順に並べ、これらの内の第95百分位数を「ピーク」とする
というものです。異なる周波数に対する人間の知覚の違いに対する調整は行われませ
ん。

知覚ラウドネス(dBA)の正規化法は、人間の耳で知覚される空気中の音の相対的なラ
ウドネスの表現であるA特性デシベルを使用します。正規化は、高い周波数に比べて
、低い音声周波数（特に1000Hz以下の周波数）に対する人間の耳の感度が低いため
行われます。
平均ラウドネス値(EBU)の正規化法は、ラウドネスの正規化と最大音声信号の国際規
格であるR-128を使用します。Spotify(-14dB)やYouTube(-14dB)、Apple 
Music(-16dB)、Facebook(-18dB)、テレビ/ラジオ(-23dB)など様々なプラットフォ
ームに使われています。詳しくは EBU R-128を参照してください。
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エフェクト - 圧縮
圧縮
コンプレッサの音声エフェクトは音声録音の音量レベルを制限して、特定の大きさの
範囲内に収まるようにします。このエフェクトの最も良く知られた例は、TV放送中の
音量です。放送自体の音量を変えていないのに、TVコマーシャルの音量が番組の音量
より大きく聞こえるのはこのエフェクトによるものです。

また、音声を1つのデバイスからもう1つのデバイスへ録音する場合、各デバイスが使
用する音量が異なることから希望通りの音量で録音されないことがあります（例えば
CDプレーヤーはカセットプレーヤーより広範囲の音量が使われています）。こうし
た問題を防ぐためにもこのエフェクトを使うことができます。
このエフェクトは、「しきい値」を使って指定したデシベル値を超えた録音音声を検
出し、音声を既定のデシベル値以下に下げるという作業を行いますが、この作業は徐
々に行われるため、聴いている側にはこうした調整が行われていることが気づかれな
いようになっています。
圧縮率の設定は音量の変化の割合を設定します。例えば音量の変化を通常の4分の1に
抑えたい場合は、圧縮率を4：1に設定します。この場合、元の音量が一度に8デシベ
ル上がった場合でも、再生音声は2デシベルしか上がらないということになります。
リミットの設定では最大音量のデシベルを設定します。例えばリミットを0デシベル
で設定した場合は、音量が0デシベルを超えて再生されることはありません。リミッ
トの設定はしきい値の設定を似ていますが、大きな違いは、しきい値として設定した
デシベル値は（既定の値に下げるまでの短時間の間）この値を超えることがあるのに
対し、リミットで設定したデシベル値はいかなる場合でも超えることがないというこ
とです。

リミットで設定できる最小音量は、しきい値の最大値と同じです。つまり、しきい値
として設定した値を超えると音声の減少が始まりますが、この場合でも限度として設
定した値を超える音量には絶対にならないことを意味します。
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エフェクト - イコライザ
イコライザ
音声信号の周波数帯域を調整し、音声の補正や改善などに使われるエフェクトです。 
「エフェクト」メニューから「イコライザ」を選択すると、右側の画面に3種類のタ
ブが表示され、イコライザが3種類の異なるイメージで表示されます。画面上部のタ
ブを使い、ビジュアル、グラフィック、パラメトリックのいずれかを選択します。
ビジュアルイコライザ 
画面をLeft 
clickして帯域を指定します。指定した帯域を削除する場合は、指定したポイントを右
クリックします。イコライザの設定をサポートするために 
イコライザで使われる最も一般的なタイプのフィルタが選択できるようになっていま
す。画面下部の「プリセット」のプルダウンリストを使い、必要なフィルタを選択し
てください。フィルタを選択した後は必要に応じて様々な調整を行い、最適なエフェ
クトを作り出してください。 
各フィルタと調整方法は以下に詳しく説明します。入力できる周波数の最大値は20,0
00ヘルツとなっています。

グラフィックイコライザ 
グラフィックイコライザは複数のスライダを使って特定の周波数での信号の増減を調
節します。スライダの数は3個から20個の間で自由に選択することができます。画面
上部でバンド数を選択してください。 
スライダの数を変更すると、それぞれのスライダに周波数が20Hzから20kHzの間の
最適な値で自動的に割り当てられます。プリセットを選択することでローパスやハイ
パスなどの良く使われるフィルタを簡単に構築することができます。 
各イコライザ間には互換性が無いため、グラフィックイコライザを変更してもビジュ
アルイコライザやパラメトリックイコライザは変更されません。 

パラメトリックイコライザ 
パラメトリック イコライザーはグラフィック 
イコライザーに似ていますが、より多くのコントロールを備えています。ここでは、
各スライダーの下の周波数またはQ値を%LEFTクリック% o22nで個 
パラメトリックイコライザはグラフィックイコライザと似ていますが、パラメトリッ
クにはより多くのコントロールがあります。パラメトリックでは個々のスライダの周
波数や帯域幅を変更することが可能です。各スライダの「周波数」や「Q」という文
字をleft 
clickingすると、変更画面が開きますので必要な数値に変更を行ってください。周波
数は20Hz～20,000Hzの間で設定する必要があります。 
Qのパラメータは0.05～20の間で設定してください。Qの値が高くなるほど周波数の
減衰ピークやゲインがシャープになり、隣接周波数への影響が少なくなります。また
逆にQの値が低くなるほど、変更が周波数全体にスムーズに適用されます。 

   -バンドパスフィルタ
   -特定の範囲の周波数のみをキープします。    -開始周波数
   -低い方のカットオフ周波数の値（ヘルツ）
   -終了周波数
   -高い方のカットオフ周波数の値（ヘルツ）
   -スロープの長さ
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   -低い方のカットオフポイントから高い方のカットオフポイントへ延びるスロープの
幅（ヘルツ）
   -振幅
   -カットオフ範囲外の周波数の抑制率6デシベルは音量が半分に下がることを意味し
、12デシベルは4分の1に下がることを意味します。最大値は60デシベルです。
   -帯域除去フィルタ/カットフィルタ
   -特定の範囲以外のすべての周波数をキープします。 
   -開始周波数
   -低い方の阻止周波数の値（ヘルツ）
   -終了周波数
   -高い方の阻止周波数の値（ヘルツ）
   -スロープの長さ
   -低い方の阻止ポイントから高い方の阻止ポイントへ延びるスロープの幅（ヘルツ）
   -拒否
   -阻止帯域外の周波数の抑制率6デシベルは音量が半分に下がることを意味し、12デ
シベルは4分の1に下がることを意味します。最大値は60デシベルです。
   -ハイパスフィルタ
   -特定の値より上の周波数のみをキープします。 
   -通過帯域
   -ここで指定した数値より上の周波数がキープされます（ヘルツ）
   -スロープの長さ
   -通過帯域から延びるスロープの幅（ヘルツ）
   -ローパスフィルタ
   -特定の値より下の周波数のみをキープします。 
   -通過帯域
   -ここで指定した数値より下の周波数がキープされます（ヘルツ）
   -スロープの長さ
   -通過帯域から延びるスロープの幅（ヘルツ）
   -ノッチフィルタ
   -特定の範囲の周波数を最低限に減衰し、その他の周波数をそのまま通過させます。
スロープは無く、周波数は減衰するかしないかのいずれかです。 
   -開始周波数
   -低い方のカットオフ周波数の値（ヘルツ）
   -終了周波数
   -高い方のカットオフ周波数の値（ヘルツ）
   -ブーストフィルタ
   -特定の範囲の周波数を減衰またはブーストし、その他の周波数はそのまま通過させ
ます。 
   -開始周波数
   -低い方のブースト/カット周波数の値（ヘルツ）
   -終了周波数
   -高い方のブースト/カット周波数の値（ヘルツ）
   -スロープの長さ
   -低い方のブースト/カットポイントから高い方のブースト/カットポイントへ延びる
スロープの幅（ヘルツ）
   -振幅
   -ブースト/カット内の周波数の割合は、ブーストする（上げる）またはカットする
（下げる）のいずれかです。6デシベルは音量がオリジナルの2倍にブーストされるこ
とを意味し、12デシベルは半分にカットされることを意味します。20デシベル。
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   -ハイパスシェルフフィルタ
   -カット周波数以下の周波数信号を減衰し、残りの周波数は変更せずに通過させます
。 
   -開始周波数
   -低カット周波数（ヘルツ単位）。
   -傾斜
   -低カット位置と高カット位置の間の傾斜の幅です（ヘルツ単位）。
   -拒否
   -カット領域内でカットされる周波数の度数です。6デシベルは音量がオリジナルの
半分に減衰されることを意味し、12デシベルはオリジナルの1/4レベルに減衰される
ことを意味します。
   -ローパスシェルフフィルタ
   -カット周波数以上の周波数信号を減衰し、残りの周波数は変更せずに通過させます
。 
   -開始周波数
   -低カット周波数（ヘルツ単位）。
   -傾斜
   -低カット位置と高カット位置の間の傾斜の幅です（ヘルツ単位）。
   -拒否
   -カット領域内でカットされる周波数の度数です。6デシベルは音量がオリジナルの
半分に減衰されることを意味し、12デシベルはオリジナルの1/4レベルに減衰される
ことを意味します。
低周波数を落とすためだけにイコライザを使う場合は、まずハイパスフィルタをお試
しいただく（エフェクトメニューから「ハイパスフィルタ」を選択）のが最も簡単で
適した方法です。
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エフェクト - エンベロープ
エンベロープ
選択した領域の時間の経過に応じて音量が変化することを「エンベロープ」と言いま
す。時間の経過に沿って音量を微調整したり、フェードインやフェードアウトなどを
行う際に使うことができます。
音量を変更する領域を選択し、「レベル」タブから「エンベロープ」を選択するか、
メニューから「エフェクト」 -> 
エンベロープを選択します。任意のポイントをクリックしてドラッグすることで音量
を調節します（変更したポイントを右クリックすると削除されます）。「フラットに
設定」ボタンをクリックすると音量をリセットし、挿入した音量変更のポイントが全
て削除されます。
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エフェクト - ステレオパン
ステレオパン
ステレオパンは左右のスピーカーの出力音声の音量を調整するエフェクトです。ステ
レオ録音された音声を1つのスピーカーのみを使って出力する場合は、聴き手の位置
に合わせて音声の出力位置を中央に寄せるなどの調整を行うことができるほか、片方
のスピーカーからもう片方のスピーカーへ音が移動するよう設定することも可能です
。

パンを適用する箇所を選択し、「編集」メニューから「ステレオパン」を選択します
。パンを開始する位置をクリックし、左スピーカーの音量を上げる場合は上へ動かし
、右スピーカーの音量を上げる場合は下へ動かします。
この機能はステレオファイルにのみお使いいただける機能ですのでご注意ください。
お使いのファイルがステレオファイルでない場合は、「編集」メニューから「チャン
ネルを変換」を選択して「ステレオ」をクリックし、ファイルをステレオファイルに
変換する必要があります。
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エフェクト - エコー
エコー
短い時間(通常400～1000ミリ秒)を置いて音が繰り返されるエフェクトです。巨大な
スタジアムや山などで大きな声を出すと聞こえる、いわゆる「こだま」のことです。
エコーを加えるには、エコーを加える領域を選択し、「編集」メニューから「エコー
」を選択し、エコーの長さや振幅を指定します。エコーの長さは、音声が繰り返され
るまでにかかる時間で、通常400から1000ミリ秒の間です。振幅は1～99%の間で選
択します（数字が大きいほどエコーの音声が大きくなります）。
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エフェクト - ピッチ変更
ピッチ変更
ピッチ変更は音声信号のピッチを上下することで音程を変更するエフェクトです。ピ
ッチ変更のスライダを使ってピッチを上下します。
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エフェクト - リバーブ
リバーブ
リバーブとは一定の時間後にランダムに反響して聞こえる音のことです。広い室内や
廊下などで声を発した際などに発生することが多く、反響が大きいことをウェット、
反響が小さいことをドライと呼びます。リバーブを選択すると以下の2つのタブがあ
るダイアログが表示されます。

シンプル 
1番目のタブではリバーブのレベルと時間を調整することができます。リバーブの
レベルは、振幅です。数値が高くなるほどウェットになり、小さくなるほどドライ
になります。時間は、100～800ミリ秒の間で指定することができます。200ミリ
秒の場合は小さな室内程度の残響、800ミリ秒はコンサートホールなどの巨大な空
間で発生する残響とご理解ください。リバーブを適用しすぎると、トンネルや浴室
などで発した音声のようになる場合があります。

「シンプル」タブではプリセットから設定を選択することもできます。プリセット
の名称は、リバーブが発生しがちな場所の名前を使っていますので、どの程度のリ
バーブが適用されるかご想像いただけるかと思います。タブの下部にある再生ボタ
ンをクリックすると、リバーブを加えた音声を試聴することができます。
部屋のデザイン 
2番目のタブでは部屋の大きさや音源およびリスナーの位置、部屋の吸音力などを
特定できるほか、部屋の吸音力の項目では、壁や床、天井の材質をプリセットから
選択することができます。タブの下部にある再生ボタンをクリックすると、リバー
ブを加えた音声を試聴することができます。
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エフェクト - フェイザー
フェイザー
オリジナルの音声に、わずかに遅い音声信号を重ねたものをフェイザーと言います。
遅延時間をミリ秒で設定し（デフォルトは5ミリ秒）、ゲインを割合で指定します。1
00%はウェット、0%はドライ（またはオフ）です。
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エフェクト - フランジャー
フランジャー
フランジャーはフェイザーとよく似ていますが、フランジャーの遅延は時間の経過に
合わせてゆっくりと変化します。遅延開始時間（デフォルトは5ミリ秒）、1秒ごとの
周波数変調（デフォルトは0.5Hz、すなわち 
2秒）、変調の深度（デフォルトは70%）、ウエット/ドライゲイン（100%はウエッ
ト、0%はドライ、デフォルトはを60%）を指定します。
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エフェクト - ビブラート
ビブラート
ビブラートは特定の周波数でピッチと深度を震わせることです。周波数（Hz）の設定
が高いほど振動回数が多くなり、深度（半音）が高いほどピッチの変動が大きくなり
ます。
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エフェクト - トレモロ
トレモロ
トレモロはビブラートとよく似ていますが、トレモロではピッチの代わりに音量が変
動します。周波数（Hz）の設定が高いほど振動回数が多くなり、深度（％）が高いほ
ど音量の変動が大きくなります。
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エフェクト - ドップラー
ドップラー
ドップラー効果は車が通り過ぎる際の音の変化と似た効果で、音声が高いピッチで近
づき、通り過ぎるとピッチが下がります。この効果を使う際は、通り過ぎる音の時速
をキロメートルで指定します。速度が速いほど開始時のピッチが高く終了時のピッチ
が低くなります。リスナーの水平および垂直位置を調整し、通り過ぎる音声に対する
リスナーの正確な位置を指定します。様々なピッチのコンビネーションを試すことで
、最適な値を決定することができます。
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エフェクト - ワウワウ
ワウワウ
サンプル内の特定の周波数帯を変調することで、音声を文字通りワウワウとうねらせ
る効果です。帯域フィルタとその中心周波数（以下で述べる中心周波数パラメータと
は違います）が、最低周波数と最高周波数（中心周波数と深度パラメータにより特定
）の間を行き来することでこうした音声効果を発生させます。行き来する頻度はワウ
周波数パラメータにより特定される周波数の三角波で表記されます。

共振：Qやエンファシスとも呼ばれ、帯域フィルタの共振ピークをコントロールしま
す。ここで指定した値がワウワウ効果のシャープさを決定します。値が高いほど共振/
ピークトーンが大きくなります。
深度：帯域フィルタで掃引した周波数帯を指定するパラメータです。範囲は範囲の割
合で指定します（0は行き来する幅が無いことを意味します）。範囲の割合の値をXで
指定した場合（中央周波数0）、最小および最大周波数はそれぞれ、（中央周波数 
-X）および（中央周波数 +X）となります。
中心周波数：このパラメータは帯域フィルタ掃引の中央周波数で、上記の通り最小お
よび最大周波数を指定するために使われます。
ワウ周波数：行き来する頻度またはワウワウ音声の周波数です。上記で述べた三角波
の周波数です。
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エフェクト - コーラス
コーラス
1つの音声の音程と速度を微妙に変化させて3つの異なる音声として聞こえるようにす
るエフェクトです。
メモ：コーラスはモノラル音声をステレオ音声にする際に便利なエフェクトです。コ
ーラスのエフェクトを適用する前にファイルをステレオ音声に変更してください。
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エフェクト - 歪み
歪み
通常、歪みは極力抑えるようにするものですが、あえて歪みを加える場合もあります
。ギターの音声などに良く使われるエフェクトです。歪みは0.0（歪み無し）から1.0
（クリッピング）で指定されます。効果が適用される際のレベルをデシベルで指定し
ます。

歪みを加える前に、まずダイナミック 
レンジ圧縮を適用することで、音声がより均一になります。
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エフェクト - AMラジオエフェクト
AMラジオ
AMラジオの音声を模します。高音質のAMラジオを正確に模すよう設定されています
が、音質を悪くする場合はこのエフェクトを再度適用してください。受信状況が悪い
状態のAMラジオの音にしたい場合は、ソフトなホワイトノイズを重ねてください（T
one Generator トーン作成ソフトをご利用ください）。
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エフェクト - 電話エフェクト
電話
通話音を模します。高音質の通話音を模すよう設定されていますが、音質を悪くした
い場合はこのエフェクトを再度適用するか、ホワイトノイズを重ねてください。
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エフェクト - リバース
リバース
レコードやカセットを逆再生した場合と同様に、音声を後ろから再生します。
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エフェクト - フェード
フェードイン
「編集」メニューから「フェードイン」を選択して適用します。
フェードアウト
「編集」メニューから「フェードアウト」を選択して適用します。
フェードアウトとトリミング
選択した箇所でフェードアウトし、選択箇所の末尾をファイルの末尾としてマークす
るという2つの作業を行うオプションで、音楽トラックの末尾で良く使われます。

クロスフェード
クロスフェード機能を使うと、音楽と音声（ボイスなど）を様々な方法でミックスす
ることができます。例えば、以下のようなことが可能です：
● 音楽トラックをフェードアウトさせながら、別のトラックを同時にフェードインさ

せる
● 音楽トラックをフェードアウトしている最中に別の音声トラックを通常音声で再生
● 音声トラックの末尾に別の音声トラックを重ねる
この機能を使うには、まずクロスフェードを適用する領域を選択します。2つのファ
イルをクロスフェードさせる場合、両方のファイルを結合して1つのファイルにしま
す。「編集」メニューから「クロスフェード」を選択します。グラフやデータが表示
された画面が開きます。
グラフは2つのセクションに分かれています。上のセクションはフェードイン領域、
下のセクションはフェードアウト領域を表します。青くハイライトされた部分がクロ
スフェードが行われる部分で、両サイドの黄色い線がクロスフェードが始まる位置と
終る位置をそれぞれ示します。ハイライトされた領域の両側に1秒分の波形を表示す
ることで、クロスフェード画面を見やすくしています。

グラフ上にマウスを置くと、音声ファイル内の対応する時間が画面左上に数字で表示
されます。
データ領域は以下の通り機能します：
   -選択位置の先頭と末尾
   -波形画面で選択した部分の開始時間と終了時間を表示します。メモ： 
表示される時間は波形画面上の時間であり、グラフ画面上の時間ではありません。詳
しくは以下に別途記述します。 
   -ギャップ時間
   -クロスフェードにかける時間をミリ秒で指定します。ここで指定した時間よりもフ
ェードインとフェードアウトの方が長い場合は、実際にクロスフェードを行う際にギ
ャップ時間が調整されます。メモ： 
ここで指定した時間が選択した音声よりも短い場合は、クロスフェードを行うことで
選択した音声の中央部分が消える場合があります。 
   -フェードイン時間
   -選択した音声の末尾でフェードインする長さです。例えば5000ミリ秒の音声を10
00ミリ秒のフェードイン時間で設定した場合、選択範囲の後半1000ミリ秒がクロス
フェード部分の後半1000ミリ秒にフェードインします。
   -フェードアウト時間
   -選択した音声の先頭でフェードアウトする長さです。
   -フェードの種類
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   -時間の経過に伴うフェードイン/フェードアウトの切替えの形状です。時間経過に
続く遷移の形状。線形、対数、指数、または正弦波のフェードタイプから選択できま
す。
● 線形：時間の経過に沿って均一に音量が変換します。
● 指数：音量の変化がゆっくり始まり時間の経過と共に変化の速度が速くなります。
● 正弦波：音量の変化がゆっくり始まり急激に変化の度合いを高めた後再度速度を下

げます。
● 対数：音量の変化が急速に始まり徐々に遅くなります。
上記でご説明したクロスフェードの機能を以下の通りまとめます：
1. ギャップ時間の長さでフェードアウトのバッファが作られます。バッファの先頭は

選択した音声の先頭部分で、フェードアウト時間で設定した時間をかけてフェード
アウトが行われます。

2. ギャップ時間の長さでフェードインのバッファが作られます。バッファの末尾は選
択した音声の末尾部分で、フェードイン時間で設定した時間をかけてフェードイン
が行われます。

3. フェードインとフェードアウトのバッファがミックスされ、選択した音声が置き換
えられます。
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エフェクト - 速度とピッチの変更
速度とピッチの変更
音声の再生速度を変更し、変更に応じて音声のピッチも変更します。低速または高速
で録音された音声を適正な速度で再生できるよう修正する際などに便利な機能です。

速度変更
通常の速度変更（例：上記の「速度とピッチの変更」）では、速度の変更に伴いピッ
チも変更されますが、この機能を使うとピッチを変えずに再生速度のみを変更するこ
とができます。速度を変更することで音声ファイルの長さも変更されます。このエフ
ェクトを使ってファイルの長さ（秒）を調整することもできます。

ピッチ変更
この機能を使うと、再生速度を変えずにピッチのみを変えることができます（「速度
変更」機能と逆の働き）。このエフェクトを使って半音の変更を調整することもでき
ます。

ピッチ速度のプロファイル
グラフを使い、ピッチや速度およびピッチと速度の両方を、ファイル内のどの位置で
どの程度変更するかを指定することができます。
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エフェクト - ボーカル減少
ボーカル減少
音楽トラックからボーカル音だけを削減する場合はこのエフェクトを使います。以下
のいずれかの方法でボーカル音の削減を行うことができます。
1. WavePad AI/機械学習を使ったボーカル削減（推奨方法、作業速度が遅い）  機械

学習モデルを使って自動的にボーカル音と思われる音を検出します。この方法はス
テレオ音声でない音楽にも使うことができます。必要に応じてボーカル削減のレベ
ルを調節します。「ライト」を選択すると発生するノイズは少なくなりますが削減
されるボーカル音も少なくなります。アグレッシブを選択するとより多くのボーカ
ル音が削減されますがノイズも多くなる可能性があります。

2. WavePadパラメトリックボーカル削減ツールを使ってボーカル音を削減する  
この方法では、ステレオ録音の左から右のスペクトルで音声を識別することで削減
を試みます。ステレオ音声にのみ使えます（CDなど元々ステレオ音声の場合にの
み機能し、モノラル音声をステレオ変換したような場合には機能しません）。また
、ステレオスペクトル内でボーカル音の直近にある楽器音も一緒に削除されます。

3. シンプルなチャンネル減算を使って中央の音声を減算（高速） 
このオプションは、ボーカルがステレオ録音の中央に録音され、楽器が空間的に分
離されている場合に最適です。ステレオ音声が単にモノラル音声を左右にコピーし
ただけのものの場合、空間的分離がないため、ボーカル音が小さくならず無音にな
ります。

メモ：ボーカル音声のトラックのみが録音されているトラックがある場合以外は、ボ
ーカル部分のみを完全に削除することはできません。周辺の音声も削除されたり、ボ
ーカル部分の音声が一部残ったりする場合がありますのでご了承下さい。また、mp3
など高い圧縮率で圧縮されている音声ファイルでは機能しませんので、併せてご了承
ください（圧縮時にステレオ深度がある程度削除されてしまうため）。
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エフェクト - ボーカル音声を分離
ボーカル音声を分離
ボーカルを音楽トラックから分離する際はこのエフェクトを使います。分離の程度は
3つのレベルから選択できます。ライトを選択するとボーカル以外の音声があまり削
除されず、アグレッシブを選択するとより多くの背景音が削除されます。
注:オリジナルのミックストラックが無い音楽のボーカル音を完全に分離することは基
本的に不可能です。分離作業後もバックの音楽が多少残っている場合がありますので
ご了承ください。MP3のように高圧縮された形式のファイルでも完全な抽出は不可能
です（圧縮することでステレオ音声の深度が削除されるため）。
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エフェクト - 匿名エフェクト
匿名エフェクト
このエフェクトを使うと録音するボイス音声を認識不能/匿名の音声にすることができ
ます。デフォルトのプリセット一覧から選択エフェクトを選択するか、ピッチや速度
、歪みの度合いを独自に設定して適用します。ピッチは音の高低を調整し、速度変更
は再生速度を速くまたは遅くします。歪みはボイスのホワイトノイズの量を多くして
背景音を中和します。

「再生」ボタンを押すと挿入したエフェクトを調整しながら実際の音声をプレビュー
できます。「バイパス」ボタンをクリックするとエフェクト無しの元の音声を聞くこ
とができます。エフェクトの調整が完了したら「適用」ボタンをクリックするとエフ
ェクトが音声に適用されます。
プリセットを保存...ボタンクリックすると、独自に作成したボイスエフェクトをプリ
セットに保存することができます。一覧からプリセットを選択し「Delete」キーを押
すと選択したプリセットを一覧から削除できます。
注：このエフェクトは人間の耳には話者の認識を不能にしますが、デジタル技術を使
って元の声に戻すことも可能です。更に確実に話者の声を特定できないようにする必
要がある場合はツールタブの「音声認識」ツールを使って録音音声を一旦文字に変換
し、次に「読み上げ」機能を使ってこの文字を読み上げます。
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エフェクト - ボイスチェンジ
ボイスチェンジ
ボイスチェンジャーを使うと、声のピッチや半音、セント、音質などを変えたり、ウ
ィスパーノイズを加えたりすることで話し声を変えることができます。
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エフェクト - グループエフェクト画面
MixPadのグループエフェクト画面では、複数のトラックを扱うことができます。つ
ながっている複数のトラックに同じエフェクトを適用することができるので、例えば
重なっている複数のギター音声全体にまとめてエフェクトを加えることで、1つ1つに
個別にエフェクトを挿入する手間を省けます。また、プラグインのインスタンスを大
量に実行する必要がなくなることで、より少ないリソースで作業ができるというメリ
ットもあります。

グループエフェクトを挿入
グループエフェクトを挿入するには、メニュー ->表示 - 
グループエフェクト>クリックし、「グループを挿入」をクリックします。
MixPadは各トラックにライブエフェクトのチェーンを構築することができます。詳
細については「エフェクト」の項目を参照してください。
グループエフェクト名を変更する
グループエフェクトの名前を変更するには、メニュー ->表示 
->グループエフェクトをクリックし、「グループ名を変更」をクリックします。「グ
ループエフェクト名を変更」ダイアログが表示されるので、名前を変更するグループ
を選択します。
グループエフェクトを削除
グループエフェクトを削除するには、メニュー ->表示 
->グループエフェクトをクリックし、「グループを削除」をクリックします。「グル
ープエフェクトを削除」のダイアログが表示されるので、削除するグループを選択し
ます。
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エフェクト - マスターエフェクト画面
マスターエフェクト画面ではプロジェクト全体に適用されるエフェクトの管理を行い
ます。メニューをクリックし、「表示」から「マスターエフェクト画面」を選択する
とこの画面が開きます。
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エフェクト - ピッチ補正画面
ピッチ補正はボーカル音のピッチを調整するためのパワフルなツールです。ボーカル
音が録音されたファイルを読み込み、ピッチ調整を行う部分を選択したらツールバー
の「ピッチ補正」ボタンをクリックするとピッチ補正画面が開きます。 
ピッチ補正画面には全ての音声が音符で表示されます。必要に応じてピッチラインを
クリックして接点を挿入し、ピッチラインの接点を右クリックすると接点を削除でき
ます。この接点をドラッグしてピッチの位置を上下します。音声の再生時またはダイ
アログを閉じる際に変更が適用されます。 
ツールバーの自動補正を使うと、検出された全てのノートの両端にフェードポイント
を挿入し、ノートを直近のピッチに移動します。手動補正を使った場合も、検出され
た全てのノートの両端にフェードポイントが挿入されますが、どのノートにキーをス
ナップするかをご自身で決めることができます。 
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音声クリーンアップ - ノイズ除去
WavePadでは2種類の方法でノイズの除去を行うことができます。「スペクトル減算
法」を使う方法は、除去作業に時間がかかりますが、より正確にノイズの除去を行い
ます。作業速度が速い「マルチバンドノイズゲート」は主に、一括作業を自動的に行
います。
両方を使ってノイズ除去を行うことで、より良い結果となる場合もあります（この場
合は必ず「スペクトル減算法」を先に使います）。
   -スペクトル減算法
   -   -自動処理
   -この作業はどの音がノイズでどの音がノイズ以外かを自動的に判断します。ボイス
音声には非常によく機能し使い方も簡単です。ノイズを削除する領域を選択しこのエ
フェクトを適用するだけで作業完了です。
   -手動処理
   -ノイズ除去を手動で行うには、 
1. ノイズのみが録音された短い領域を選択します。通常、音声の隙間にこうした領域

があります。
2. 「エフェクト」メニューから「ノイズ除去」を選択し、「指定した領域からスペク

トル減算用にノイズサンプルを抽出」をクリックします。
3. ファイル全体を選択します。
4. 「エフェクト」メニューから「ノイズ除去」を選択し、「ノイズサンプルを元にス

ペクトル減算」をクリックします。
   -マルチバンドノイズゲート
   -マルチバンドノイズゲートを使うと特定のしきい値以下の音声データを全て除去で
きます。ノイズのしきい値に最適な値は通常-30dBから-20dBの間です。
ノイズゲート
音声信号の音量をコントロールするフィルタをノイズゲートと呼びます。しきい値以
下の音声は指定した値に減衰されます。
   -しきい値
   -この値以下の音声は減衰されます。
   -ホールド
   -減衰を適用する前の待ち時間（ミリ秒）。
   -リリース
   -減衰を完全に適用させるまでにかかる時間（ミリ秒）。
   -アタック
   -減衰を完全に削除するまでにかかる時間（ミリ秒）。
   -減衰
   -音声信号がしきい値を下回った際に行う減衰の値。
ノイズ除去ウィザード
ノイズ除去をより簡単に行う為の「ノイズ除去ウィザード」が「ツール」タブにあり
ます。ウィザードの指示に従って作業を行う事でノイズのタイプに応じた最適なパラ
メータを選択してノイズの除去を行うことができます。ウィザードを使うには「ツー
ル」タブの「ノイズ除去」ボタンをclickします。
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音声クリーンアップ - 
クリック音/ポップ音を削除
自動クリック/ポップ音削除
個々のクリック/ポップ音を修復する機能です。この機能を正しく使うには、ノイズが
ある領域を拡大し、ノイズ周辺の小さな領域のみを選択する必要があります。領域を
選択したら「ツール」メニューから「自動クリック/ポップ音修復」を選択します。す
ぐに修復作業が行われます。

パラメトリッククリック音/ポップ音削除
録音音声からクリック音やポップ音を削除する機能です。レコードなどのアナログ音
声の録音時に、ほこりや傷などが原因で発生する雑音を消して、音声の修復を行う場
合に便利です。
この機能を使うには、「ツール」メニューから「パラメトリッククリック音/ポップ音
修復」を選択します。表示された画面で以下の領域の設定を行うことができます：
   -クリック感度
   -クリック音やポップ音を検索する際の感度を割合で指定します。指定する感度がわ
からない場合は、50％で指定してみてください。修復箇所が多いほど、感度を上げる
必要があります。そこそこの修復箇所がある音声の場合、60～80％で設定してくださ
い。ただし、感度を上げすぎるとクリック/ポップ音では無い部分もクリック/ポップ
音として認識されてしまう場合がありますのでご注意ください。また逆に、感度を下
げすぎるとクリック/ポップ音が正しく検出されませんのでこちらもご注意ください。
様々な割合をお試しいただき、最適な値をみつけてください。また、適切な値はファ
イルごとに異なる可能性がありますのでご注意ください。

   -クリックの最長時間
   -クリック音の最長時間をミリ秒単位で指定します。指定する秒数がわからない場合
は、450ミリ秒が最も一般的な値です。また、修復箇所が少ない音声には350ミリ秒
、逆に修復箇所が多い音声には550ミリ秒～650ミリ秒を使うのが一般的です。
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音声クリーンアップ - ハイパスフィルタ
ハイパスフィルタ
ハイパスフィルタ(ローカットフィルタとも呼ばれます)は、指定されたHzより低い周
波数を全て除去します。録音音声をよりクリアにしたり、濁りの少ない音声にしたい
場合にお使いいただけます。ボイス録音時は約250Hzのハイパスフィルタを使用する
ことで音声が聞き取りやすくなります。
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音声クリーンアップ - ローパスフィルタ
ローパスフィルタ
ローパスフィルタは指定したHz値より高い周波数を全て削除します。曇りの無いクリ
アな音声が必要な場合などに便利な機能です。ボイス録音には約1600Hzでローパス
フィルタを使うと、聴き取りやすくなります。
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音声クリーンアップ - 自動ゲイン制御
自動ゲイン制御
出力時の適切な振幅を維持するために、入力時の変動を補正するよう振幅を自動的に
調整します。特定の時間内（タイムフレーム：5秒）でファイルのレベルを上下に変
更します。
De-esserはAGCが歯擦音を増やして大きくしすぎることを防ぐために使われます（ボ
イスのデフォルト：2200Hz）。
ハイパスフィルタは、低周波の低音によりAGCが音量を下げるのを防ぎます（ボイス
のデフォルト：450Hzのデフォルト）。
AGCと共に使えるその他の機能:
● 正常化：ファイル全体の音量を統一します（タイムフレーム：ファイル全体）
● ダイナミックレンジ圧縮：小さな音が大きくなり、大きな音が小さくなるよう瞬時

に統一（タイムフレーム：100ms）

95

normalize.html
compressor.html


音声クリーンアップ - DC オフセット補正
DC オフセット補正
あまり質が良くない電化製品を使って行った録音音声は、ファイル全体にDC（直流
）成分が入っている場合があります。人間の耳では聴き分けられないため、音声を聴
いただけでは直流成分が入っていることに気づかないのですが、音声を編集する段階
で初めて、酷いクリック音が入っていることに気づきます。こうした問題が発生した
場合、編集前に録音全体に「DCオフセット補正」を行うことができます。また、ハ
イパスフィルタ（50Hzなど）を使う形でこうした問題を解決することができ、場合
によってはハイパスフィルタの方が良く機能する可能性があります。
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音声クリーンアップ - ディエッサー
ディエッサー
過度な歯擦音（スー音やシュー音など）を除去します。
このツールを使うには、「ツール」メニューから「De-esser」を選択します。

97



NCH音声ライブラリ - NCH音声ライブラリ
NCH音声ライブラリには数千個の著作権フリー音楽や効果音が保存されています。M
ixPadを使ったプロジェクトにご自由にお使いください。 
ライブラリには以下のような項目があります：

フォルダツリー 
画面の左側にはカテゴリごとに分類されたフォルダが表示されます。 
フォルダを開くとサブフォルダまたはファイルの一覧が表示されます。 
音声一覧 
画面右側には左側の画面で選択されているフォルダ内の音声の一覧が表示されます
。 カテゴリが選択されるまで画面右側には何も表示されません。 
音声をプレビュー 
一覧から音声を選択し 再生ボタンをクリックすると音声を聴くことができます。 
聞き終わった後は停止ボタンをクリックします。 
ダウンロード 
一覧から音声を選択し ダウンロードボタンをクリックすると音声がダウンロード
されます（まだダウンロードされていなかった場合のみ） 
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オプション - 全般
音声再生 
複数のサウンドカードがインストールされている場合は、MixPadで使うサウンドカ
ードを音声再生デバイスのプルダウンメニューを使って選択します。 
ASIOデバイスを選択した場合は出力チャンネルの設定も行うことができます。 
MMEデバイスよりも性能と品質がはるかに優れているため、CoreAudioやDirectSou
nd、ASIOデバイスを再生デバイスとして使用することをお勧めします。MMEデバイ
スを使う場合、MixPadを使って再生中に再生を開始すると遅延や中断が発生する場
合があります。 
デフォルトの再生サンプルレート 
MixPadで音声を再生中に新しいプロジェクトのデフォルトとして使うサンプルレー
トを選択します。CD品質の音声には44100Hzを選択します。MixPadに最適なサンプ
ルレートを選択させる場合は「自動」を選択します。現在作業中のプロジェクトに設
定済みのオプションを変更する場合はメニュー->ファイル->プロジェクトのオプショ
ン...を選択します。

デフォルトの再生チャンネル 
MixPadで音声を再生中に新規プロジェクトのデフォルトで使うチャンネルを選択し
ます。サラウンドサウンドのプロジェクトの場合は5.1または7.1サラウンドに設定し
てください。
デフォルトの録音サンプルレート 
音声クリップの録音中に新規プロジェクトのデフォルトとして使うサンプルレート選
択します。
コンテンツのサンプルレートを統一 
この機能がオンの状態で、選択した録音用サンプルレートより高いサンプルレートの
音声が挿入されると、録音のサンプルレートが最も高いサンプルレートに合わせて調
整されます。
録音をオフセット（レイテンシの調整） 
MixPadで録音中の音声の同期に問題がある場合、お使いのハードウェアのレイテン
シに問題がある可能性があります。ズレをミリ秒で指定することで自動的に録音音声
の調整を行います。 
このオプションはMMEレコーダを使っている場合にのみお使いいただけます。再生
と録音の両方にASIOデバイスを使っている場合はレイテンシの問題による影響はあ
りません。

新規クリップを録音する際は下の音声を上書きする 
既存のクリップの上に重ねて録音する場合、既存のクリップが新しい録音で上書きさ
れるようデフォルト設定されています。この設定を変更する場合はMixPadのオプシ
ョン画面の全般タブから変更できます。
下のクリップを上書きする - 新しい録音で元の音声が上書きされます。
注:このオプションのチェックを外すと、下の音声が保持されます。新しい録音は下の
音声の上に重なる形で録音されます。

99



オプション - メッセージ
クリップを削除する際に警告を表示する 
プロジェクト画面からクリップを削除する際に警告を表示する場合はここにチェック
を入れます。
トラックを削除する際に警告を表示する 
プロジェクト画面からトラックを削除する際に警告を表示する場合はここにチェック
を入れます。
パンを行う際にMIDIファイルをレンダリングするかどうか確認する 
MIDIクリップを含むトラックのパンを変更した際に、MIDIクリップのレンダリング
行うかどうかの確認を表示する場合はここにチェックを入れます。
ロックされたクリップを移動する際は警告を表示 
ロックされたクリップを移動しようとする際に警告を表示する場合はここにチェック
を入れます。
MMEデバイスを使用する際は警告を表示する 
MMEデバイスを使う際に警告を表示する場合はここにチェックを入れます。
ASIOのレイテンシ問題の警告を表示する  
ASIOハードウェアでレイテンシに関する問題が発生している際に警告を表示する場
合は個々にチェックを入れます。
ビートクリップの作成が完了したらお知らせを表示する 
ビートメーカーを使ったビートクリップの作成が完了した際に通知を表示する場合は
ここにチェックを入れます。
音声が割り当てられていないビートメーカートラックがある場合はお知らせを表示す
る 
音声が割り当てられていないビートメーカートラックがある場合は通知を表示する場
合はここにチェックを入れます。
「ミックステープ」形成で読み込むか確認 
複数のファイルの間をクロスフェードで読み込むか確認する通知を表示する場合はこ
こにチェックを入れます。
エクスポート後以下の作業を行う 
プロジェクトのエクスポートが完了後に行う作業を選択します。
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オプション - メトロノーム
独自のメトロノーム音を使う 
メトロノームにデフォルト以外の音声を使う場合はここにチェックを入れます。チェ
ックが入っていない場合はデフォルトの音声が使われます。
カスタム音から無音部分を削除 
カスタムビート音声の先頭に検出された無音部分を自動トリミングする場合はここに
チェックを入れます。
音量スライダを使ってメトロノームを使う際の音量を調節します。
プリロール設定 
録音時のプリロール中のみメトロノーム音を再生 
ここにチェックを入れるとプリロール時にのみメトロノームの音声が再生されます。
録音開始に向けてのカウントのみをメトロノームを使って行い、録音開始後は既に録
音済みの他のトラックの音声に合わせてタイミングを取る場合に最適なオプションで
す。 
プリロールをオンにする 
プロジェクトに現在のプリロール設定を適用する場合はここにチェックを入れます。
再生時のプリロール(ビート):  
再生開始前の待ち時間を0～280拍の間で設定します。0に設定すると再生を即時に開
始します。
録音時のプリロール(ビート):  
録音開始前の待ち時間を0～280拍の間で設定します。0に設定すると録音を即時に開
始します。
サブディビジョン： 
ビート間の分割数を設定します。各分割部分の末尾に分割音が鳴ります。
ビート/小節: 
このプルダウンメニューから項目を1つ選択しプロジェクトの各小節ごとのビートを
設定します。
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オプション - マウス
ズームオプション 
マウス位置にズーム 
現在マウスのポインタが置かれている位置を中心にズーム作業（マウスホイールをス
クロールするなど）を行う場合はこのオプションを選択します。
プロジェクトのカーソル位置にズーム 
現在プロジェクトのカーソルが置かれている位置を中心にズーム作業（マウスホイー
ルをスクロールするなど）を行う場合はこのオプションを選択します。
マウスズームオプション 
MixPadで行っている作業のズームの方法を選択することができます。以下の2つの方
法から選択します。現在マウスのポインタが置かれている場所を中心にズームを行う
（ズームを行う場所にマウスのポインタを置きます）。現在プロジェクトのカーソル
が置かれている位置に向かってズーム（ズームする場所をクリックします）。この機
能はマウスホイールを使ってズームを行う場合にのみお使いいただけます。ズームス
ライダやキーボードのショートカットを使ってズームを行う場合は常に現在プロジェ
クトのカーソルが置かれている場所にズームされます。 
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オプション - クリップ
ビート分析 
MixPadは読み込まれた音声クリップを分析することができます。ビートは音声の波
形上に縦線で表示されます。分析方法は以下から選ぶことができます： 
1. ビートを自動分析（高い優先順位）クリップが読み込まれてプロジェクト画面に表

示される前にビートを完全に分析します。
2. ビートを自動分析（低い優先順位）分析を待たずにすぐにビートが読み込まれ、バ

ックグラウンドでビートの分析が行われます。分析が完了するとクリップにビート
の情報が表示されます。

3. 手動このオプションを選択すると、必要な時にだけ手動で分析を行うことができま
す。分析を行うにはクリップを右クリックし、「自動ビート検出」を選択します。

自動ビート分析 
ビートを自動分析（バックグラウンド） 
プロジェクトに読み込んだ全てのクリップのビート検出する場合はこのオプションを
選択します。検出はバックグラウンドで行われ作業が完了した時点でビート情報が表
示されます。 
ビートを手動で分析（右クリックメニュー） 
分析方法の変更はオプション画面からいつでも行うことができます。クリップを右ク
リックすることで行うことができます。
ナッジ設定 
ナッジオフセットの値を設定し、SHIFT+右矢印/左矢印キーを使って特定のクリップ
を左右に少しずつ動かします。この機能を使うことでクリップの位置をより正確に調
整することができます。 
重なり合うクリップにクロスフェードを自動的に適用 
重なり合うクリップを移動する際にクロスフェードを自動挿入する場合はこのオプシ
ョンを選択します。

103



オプション - VST
VST 
VST（通常.dllの拡張子のファイルです）は音声にエフェクトや視覚化を適用するため
に使われるプラグインコンポーネントです。詳しくはこちらをご覧ください。 
VSTが保存されているディレクトリをこのタブで選択し、MixPadがVSTを検出できる
ようにします。
VSTプラグインはプラグイン自体で使われている言語で表示されますのでご了承くだ
さい。
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オプション - MIDIコントローラ
MIDIのハードウェアコントロールをオンにする 
外付けMIDIハードウェアからMixPadをコントロールする場合はここにチェックを入
れます。
MIDIデバイス 
MIDIコントローラーとして使うMIDIデバイスを選択します。
ジョグホイールの設定 
ジョグホイールのMIDIイベントと速度を設定します。ジョグホイールの速度値は、回
転方向と回転速度を決定するために使用されます。
コマンドを挿入 
MIDIハードウェアで制御する必要があるコマンドを挿入します。現在作業中のトラッ
クに関するコマンドのみ挿入できます。
コマンドを削除 
MIDIハードウェアによって制御されないコマンドを削除します。削除できるのは、現
在作業中のトラックに関連するコマンドのみです。
MIDIを設定 
一覧で選択したコマンドのMIDIイベントを設定する場合はこのボタンをクリックしま
す。
全てのMIDIを消去 
全てのコマンドに関連付けられているMIDIイベントを消去する場合はこのボタンをク
リックします。
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各画面について - フェードポイント編集ツール
「フェードポイント編集ツール」プロジェクト内の全てのフェードポイントを表示す
るフロート画面です。フェードポイント編集ツールを開くにはフェードポイント編集
ツールをツールタブでクリックします。編集ツール内には「クリップのフェードポイ
ント」と「自動トラックフェードポイント」の2種類のフェードポイント用のタブが
それぞれあります。ここでフェードポイントの挿入や編集、削除を行います。
フェードポイントを挿入するには編集タブの挿入ボタンをクリックするか、Ctrlキー
とNキーを同時に押します。右クリックしてフェードポイントを挿入を選択すること
も同様の作業ができます。フェードポイントの挿入時は、位置や値、それが属するグ
ループ、および新しいフェードポイントのタイプが記載された画面が表示されます。
この作業で挿入できるフェードポイントは１つだけです。
フェードポイントを編集するには、編集するポイントを一覧から選択し編集タブの編
集ボタンをクリックするか、CtrlキーとEキーを同時に押します。ポイントを右クリッ
クしてフェードポイントを編集を選択することも同様の作業ができます。フェードポ
イントの編集時は編集したフェードポイントの位置や値が記載された画面が表示され
ます。この作業で編集できるフェードポイントは１つだけです。
フェードポイントの削除は一覧からポイントを選択し削除ボタンを編集タブでクリッ
クするかDeleteキーを押します。また一覧のポイントを右クリックしてフェードポイ
ントを削除をクリックすることでも削除できます。この作業では複数のフェードポイ
ントを同時に削除することができます。自動トラックやクリップの先頭または末尾か
らフェードポイントを削除することはできません。
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各画面について - クリップを伸ばす/縮める
選択したクリップの長さを音声をトリミングせずに変更したい場合はこの機能を使い
ます。指定した長さに合わせてMixPadがクリップを伸ばしたり圧縮したりします。
また、ピッチを固定するにチェックを入れると、音声のピッチが変わるのを防ぐこと
ができます。 
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各画面について - 録音詳細オプション
自動録音
録音コントロールダイアログを開いた際、または録音される音声の再生音量がしきい
値として指定されている音量に達した際に、音声録音が自動的に始まります。録音の
冒頭または末尾にしきい値以下の音量の部分がある場合、この部分は切り取ることが
できます。
自動録音開始
録音コントロールダイアログが開くと録音が自動的に始まりますので、録音ボタンを
押す必要はありません。
自動録音トリミング
録音をトリミングし、録音の冒頭または末尾の無音部分を切り取ります。切り取りを
行う音量のしきい値は、スライダを使って指定します。音声起動録音
音量がしきい値に達すると自動的に録音を開始します。
しきい値：
録音を開始する音量のしきい値を、スライダを使って設定します。しきい値で設定し
た音量は、自動録音の開始と、自動トリミングの両方に使われます。
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各画面について - カラーピッカーダイアログ
カラーピッカーダイアログ 
カラーピッカーは複数の部分に分かれており以下のような方法で色を選択できます：
視覚的に色を調整する 

ダイアログボックスの上半分は2つの色のボックスで構成されており、1つは256 x 
256の正方形の任意の点を選択することができ、もう1つはスライダーとして機能
します。これらの2つのボックスに表示される色は、選択されているラジオボタン
によって異なりますが 
(下図参照)、どの場合でもスライダの位置が正方形のボックスで使用可能な色を変
更します。その四角形のボックス内をクリックするとその地点の色が選択されます
。 

RGBまたはHSVで調整 
色パレットの下には色相、彩度、明度、赤、緑、青の6つのラジオボタンがあり、
それぞれにスライダと数値の入力ボックスがあります。色相、彩度、明度のいずれ
かのラジオボタンにチェックを入れると、選択したオプションの値がパレットとス
ライダに視覚的に表示され、残りの2つの値が左側のボックスの縦軸と横軸として
表示されます。RGBボタンを選択した場合も同様に機能します。また、各オプショ
ンのスライダや、画面右側のボックスのスライダを動かすことでもそれぞれの値を
変更することができます。数値を変更すると2つのボックスのスライドや選択地点
も動き、ボックスのスライドや選択地点を動かすと画面下部の各数値も変更されま
す。

選択した色 
選択された色は色スライダの下のボックスに表示されます。ボックスは斜め線で区
切られており、左上半分には新しく選択した色（スライダや数値を使って現在作成
している色）が、右下半部には現在選択されている色（既に使われている色で「色
の編集」画面をキャンセルした場合に引き続き使われる色）が表示されます。選択
された色の下部には新しく選択した色のHex値が表示され、Hex値を入力する形で
色を選択することもできます。また、スポイトの絵が描かれたボタンを使うと、デ
スクトップ上のどこからでも色を選択することができます。

ユーザー定義のカラーパレット 
ラジオボタンの下に12個の長方形と、「パレットに設定」というボタンがあります
。各長方形は特定の色を保存しておくためのカラーパレットで、「色の編集」画面
で作成した色を後から再度使えるように保存しておくことができます。カラーパレ
ットの色はMixPadを閉じた後も色が保存されます。パレットに色を設定するには
、まずパレットをクリックして選択します。次にパレットに設定する色を選択し、
最後に「パレットに設定」ボタンをクリックします。設定後はパレットをクリック
するだけで色を簡単に選択することができます。
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各画面について - MIDIイベントを検出する
MIDIイベントを検出する 
ハードウェアのボタンを押す（またはスライダやノブを動かす）と、お使いのハード
ウェアが作成したMIDIイベントが表示されます。 
MIDIイベントにはコマンドが割り当てられ、MIDIイベントが発生する際は常にこの
コマンドが実行されます。 
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各画面について - ジョグホイールの設定
ジョグホイールの設定 
ジョグホイールを1つずつ早送り（時計回り）するとMixPadがジョグホイールのイベ
ントと速度を検出します。ジョグホイールはMixPadの早送りと早戻しをコントロー
ルします。誤ってハードウェアの他のコントローラ（スライダやキーなど）を触って
しまい不要な作業をしてしまった場合は、全て消去ボタンを使って全てのイベントを
消去し、全てのジョグホイールを元の位置に戻すことができます。 
ジョグホイールを回転させると、お使いのハードウェアが回転速度などの情報を含む
MIDIイベントを作成します。速度は通常、時計回りの場合は65から127の間で、反
時計回りの場合は0から63です。例えば65は最低の速度で時計回りに回転することを
意味し、0は最高速度で時計回りに回転させることを意味します。ジョグホイール設
定の開始の値には最低速度を入力し、終了の値には最高速度を入力します値について
の詳細はお使いのハードウェアの製品マニュアルをご覧ください。 
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各画面について - クリップ名を変更
選択したクリップの新しいクリップ名をテキスト領域に入力します。ここで行った変
更はMixPad内のファイル名のみに適用され、読み込んだオリジナルファイルのファ
イル名は変更されません。
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各画面について - プロジェクト設定
プロジェクトの再生サンプルレート 
MixPadを使って作業中のプロジェクトを再生する際に使うサンプルレートを選択し
ます。プロジェクトレベルではこれがMixPadのオプションを上書きします。
プロジェクトの再生チャンネル 
MixPadを使って作業中のプロジェクトの再生に使うチャンネルを選択します。サラ
ウンドサウンドのプロジェクトを作成する場合はチャンネルを5.1または7.1サラウン
ドとして設定してください。プロジェクトレベルでは、Mixpadのオプションが上書
きされます。
プロジェクトの録音サンプルレート 
音声クリップの録音中に作業中のプロジェクトに使うサンプルレートを選択します。
プロジェクトレベルでは、Mixpadのオプションが上書きされます。
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各画面について - 速度を選択
音声の再生速度を変更することができます。標準速度は100%、半分の速度は50%、2
倍速は200%と入力します。
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各画面について - ツールタブをカスタム化
カスタムタブ よく使うボタンをツールバーに搭載したタブをカスタム化することがで
きます。カスタム化ボタンをクリックして、よく使う機能などをカスタム化タブに自
由に挿入/削除することができます。カスタムタブを使うと必要な機能にすぐアクセス
できるようになり、作業効率を大幅にアップすることができます。 
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各画面について - 自動ダックを適用
この機能を使ってトラックに自動ダックエフェクトを適用します。MixPadは優先ト
ラックの音量を検出し、音を下げるトラックの音量を下げます。例えばナレーション
を入れる際は自動的に他の音声の音量を下げ、ナレーションが終わると他の音声の音
量を上げるといった作業を行う際に便利な機能です。 
例えばトラック1を優先トラックとして選択し、トラック2に自動ダックを適用すると
します。MixPadはトラック1の音量がしきい値として指定したデシベル値を超えると
、トラック2の音量が「dB削減」で指定したデシベル値まで「フェードアウト」で指
定した時間をかけて下がります。また、トラック1の音量がしきい値を下回るとトラ
ック2の音量が「フェードイン」で指定した時間をかけて元の音量に戻ります。 
● しきい値(dB)で指定した優先トラックの音量を超えるとダッキング用の音声の音

量が下がります。
● 削減(dB)はダッキングの際にどの程度まで音量を下げるかを指定します。
● フェードインの長さ(ミリ秒)はダッキングを開始するまでの長さまたはフェードイ

ンの長さをミリ秒単位で指定します。
● フェードのアウト長さ(ミリ秒)はダッキングを終了するまでの長さまたはフェード

アウトの長さをミリ秒単位で指定します。
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各画面について - クリップを選択
クリップを選択 
クリップのプルダウンメニューからクリップを選択し、OKボタンをクリックして選
択を確定するか、キャンセルボタンをクリックして作業をキャンセルします。
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各画面について - テンポ編集
テンポ編集 
MixPadがクリップのテンポを特定できない場合や、正しいテンポが検出されなかっ
た場合はこのダイアログを使ってテンポを調整することができます。クリップのテン
ポに行った変更はプロジェクトのメイン画面の音声クリップにその場でビジュアル表
示されます。これによりテンポの調整やオフセットを正確に行う事ができます。 
正しいテンポがわかっている場合は、テンポの領域に正しいテンポの値を入力します
。「タップ」ボタンを使うと、音声を再生しながらビートに合わせてボタンを押すこ
とでテンポの設定を行うことができます。
「グリッドのオフセット」領域にはクリップ内の最初のビートの位置が表示されます
。このオフセットを調整することでクリップ内のビートがグリッド線に沿って正しく
配置することができます。+1/2および+1/4ボタンを使うと作業中のクリップの現在
のテンポを元にグリッド線を1/2ビートまたは1/4ビート先に進めます。自動ビート検
出で発生するエラーで最も多いのがビートが1/2拍または1/4拍ズレるというものです
が、この機能を使えば簡単に修正することができます。

118



各画面について - ミックステープを作る
ミックステープ 
「ミックステープ」機能を使うと複数の音声クリップをクロスフェードしながら継続
して再生するファイルを作成することができます。MixPadではこの作業を自動的に
行うことができます。ミックステープは以下の2通りの方法で作成できます： 
1. メイン画面の「読み込み」ボタンをクリックし、ミックステープに挿入する全ての

音声ファイルを選択します。ミックステープ形式で読み込むかどうかを確認するメ
ッセージが表示されます。同意するとミックステープの作成方法のオプションがい
くつか表示されます。注：MixPadのオプション画面でミックステープのオプショ
ンがオンになっている場合にのみ、ミックステープ形式での作成を確認するメッセ
ージが表示されます。

2. ミックステープを作成するもう1つの方法はプロジェクト画面に既に読み込まれて
いる音声クリップの中から、ミックステープに挿入する音声を選択するという方法
です。必要な音声を選択したら「クリップ」ボタンをクリックし>「ミックステー
プを作成」を選択し、上記と同じ作業を行います。

ミックステープ作成ダイアログを使う 
ミックステープ作成には主に2種類の方法があります。 
● 1つ目の方法は スマートミックステープオプションです。このオプションを選択す

ると選択した曲の構成をMixPadが自動的に分析し、よりスムーズで最適な状態で
曲順をアレンジします。 

● より自由に曲順等のアレンジをコントロールしたい場合はカスタムミックステープ

カスタムミックステープ 
1. 曲を再生中に一覧にドラッグ＆ドロップします。
2. ビートにクロスフェードを揃えるを選択すると曲のテンポをMixPadが自動的に分

析し次の曲への切り替えをよりスムーズに行います。 
3. MixPadに曲と曲の間に最適なクロスフェードを自動選択させる場合は自動クロス

フェードを選択し、独自のパラメータでクロスフェードを行う場合は自作のフェー
ドパラメータを使ってクロスフェードを選択します。 
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各画面について - 貼り付けオプション
既存のクリップのどこかに音声データを貼り付ける際、MixPadでは状況に応じて最
適なオプションを選択できます。 
● 新規クリップとして貼り付けを選択すると音声データを既存の音声とは別のクリッ

プとして貼り付けます。
● カーソル位置に音声を挿入を選択すると既存のクリップのカーソル位置に音声デー

タが挿入されます。これにより既存のクリップの長さが長くなり、クリップのフェ
ード位置が自動的に調整されます。 

● カーソル位置でクリップを上書きを選択すると貼り付けた位置の既存のクリップを
上書きします。この作業によりクリップの長さが長くなることがあった場合、フェ
ード位置は自動的に調整されます。

● カーソル位置で音声とクリップをミックスを選択すると貼り付ける音声と既存のク
リップをミックスします。この作業によりクリップの長さが長くなることがあった
場合、フェード位置は自動的に調整されます。
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各画面について - 自動ダックの設定
この機能を使ってトラックに自動ダックエフェクトを挿入します。自動ダックがオン
になっている場合、MixPadはコントロールトラックの音量を検出して他のトラック
の音量を下げます。例えば話し声が再生されている際は音楽トラックの音量を下げ、
話し声が消えると音楽トラックの音量を上げる場合などに使われます。
トラックのコントロールパネルでダックアイコンをクリックすると、そのトラックの
オプションが開きます。
● 自動ダック（このトラックをフェード）：優先/主音声トラックの音量レベルに合

わせてトラックの音量を下げるなどの調整が自動的に行われます。「トラックのダ
ッキング」とも呼ばれます。

● 自動ダック（主音量トラック）：このトラックには音声のダッキングが行われませ
ん。このトラックはダッキングを行う他のトラックが応じる主音量として機能しま
す。

● 自動ダック（自動検出：音楽をフェード、ボイスを主音声）：音声の分類（ボイス
または音楽）に基づいて自動的に全てのトラックをダッキング用と主音量に設定し
ます。

● 自動ダック（このトラックを無視）：このトラックに自動ダックエフェクトが適用
されません。

例えばトラック１がナレーション音声で自動ダック（主音量トラック）として選択さ
れており、トラック２はBGMとして自動ダック（このトラックをフェード）が適用さ
れている場合、MixPadはトラック１の音量レベルを検出します。この音量がしきい
値を超えると、トラック２の音量が自動的に下がります。トラック２の音量はフェー
ドインとフェードアウトを使ってスムーズに上げ下げされます。トラック１の音量が

より下がるとトラック２は元の音量に戻ります。
自動ダックの設定
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にチ
ェックを入れると、トラックの音声の分類（ボイスまたは音楽）に基づいて自動的に
トラックをダッキング用と主音量に設定します。
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主音量トラックとダックトラックの一覧を使うと、プロジェクト内のトラックを主音
量またはダッキング用トラックを1つの画面で簡単に分類できます。
設定：
● しきい値：主音声の音量がここで指定した値に達するとダッキング用トラックの音

声の上げ下げが行われます。
● 最大減衰：ダッキング用の音声トラックがどの程度まで音量を下げるか決定します

。
● アタック/フェードイン：通常の音量からダッキング用の音量に下がるまでにかか

る時間の長さです。
● リリース/フェードアウト：ダッキングされた音量から通常の音量に戻るまでにか

かる時間の長さです。
● ホールド：主音量がしきい値を下回った後でダッキングされたトラックが音量を下

げ続ける長さです。.
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