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テクニカル　サポート
Switch 
音声ファイル変換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/switch/jp/support.html にて、最新のSwitch 
音声ファイル変換ソフト

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
Switch 
音声ファイル変換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/switch/jp/support.html
www.nch.com.au
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はじめに
Switchは音声ファイルのフォーマットを自在に変換するソフトウェアです。一般的な
ファイルフォーマットはもちろん、珍しいタイプのフォーマットにも対応しています
。
主な機能 
● Waveやmp3、Ogg、WMA、RealAudioなどを含む多彩な音声ファイルフォーマ

ットを読み込み。
● Waveやmp3、AIFF、Vox、Rawなど幅広いフォーマットに変換。
● OggやAAC、Flacフォーマットへの変換にも対応（プラス版のみ）。
● 変換前にトラックを再生してプレビュー。
● ファイルやフォルダはドラッグアンドドロップで簡単挿入。
● 複数のファイルを一括変換。
● 変換中に音声を正規化（異なるソースから変換する音声の音量を均一化する）を行

う。
● シンプルで直観的なインターフェース。
動作環境 
● Windows 98/2000/Me/XP/2003/Vista/Win7/Win8/Win10。 
NCHソフトウェアはSwitch以外にも数多くのソフトウェアを開発いたしております
。詳しくは製品一覧ページ（http://www.nch.com.au/software/jp）をご覧ください
。弊社ソフトは全て無料でダウンロードいただけます。 
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Switchの基本的な使い方
Switchを使ったファイルのフォーマットの変換に関する基本的な作業を以下にご説明
します。
ファイルの追加と削除 
ファイルの変換を行うには、まず変換を行う音声ファイルをメイン画面の一覧に追加
します。ファイルの追加は、ツールバーの「追加」ボタンをクリックするか、「ファ
イル」メニューから「追加」を選択して行います。ブラウザが表示されるので希望の
ファイルを選択します。選択できるフォーマットの一覧は
http://www.nch.com.au/switch/jp/kb/1405.htmlからご覧いただけます。 
追加したファイルを一覧から削除する場合は、削除するファイルを選択し、ツールバ
ーの「削除」ボタンをクリックするか、「ファイル」メニューから「削除」をクリッ
クします。 複数のファイルを一度に選択する場合は、 Ctrl キーを押しながらファイ
ルの選択を行います。一覧内の全てのファイルを選択する場合は、「ファイル」メニ
ューから「すべて選択」をクリックするか、 Ctrl + Aキーを押します。 
ファイルの再生 
ファイルの再生は、1）再生するファイルをダブルクリックする、2）ファイルを選択
してツールバーの「再生」ボタンをクリックする、3）「ファイル」メニューから「
再生」をクリックするの3通りの方法で行うことができます。 
出力フォルダを選択する 
メイン画面下部にある 「保存先」と書かれた領域に 
変換後のファイルが保存されるフォルダのパスを入力します。 
フォルダのパスはタイプ入力するか、 
「参照」ボタンをクリックしてをフォルダ選択画面を表示し 
フォルダを指定する形で 入力します。最近使った保存先フォルダが 
保存先のプルダウンリストに表示されますので 
ここから選択して入力することも可能です。 

出力形式の指定とエンコーダ設定 
「出力形式：」と書かれた領域で、変換後のファイルのフォーマットを選択します。
Switchを使って変換できるフォーマットの一覧は以下のページからご覧いただけます
： http://www.nch.com.au/switch/jp/kb/1405.html 
出力形式を選択後、「エンコーダ設定」のボタンをクリックし、各フォーマットの設
定を調整します（詳しくはエンコーダ設定のページをご覧ください）。 
ファイルを変換する 
出力フォルダとフォーマットの設定が完了したら、 
メイン画面の一覧からファイルを選択し、「変換」 
ボタンをクリックするか、「変換」メニューから「ファイルを変換」をクリックする
とファイルの変換が行われます。ファイルを指定せずに「変換」ボタンを 
クリックした場合は一覧内のファイルが全て変換されるようデフォルト設定されてい
ます。 

ファイルの内部情報を表示 
Switchでは、Waveファイルやmp3ファイルの属性や内部詳細を確認することができ
ます。Waveやmp3、dctファイルをSwitchに読み込み、ファイルを右クリックして「
ファイルの内部情報を表示」を選択してください。
詳細情報 
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ファイルの変換中に何らかの問題が生じた場合、一覧内の「詳細情報」の欄にメッセ
ージが表示され、発生した問題の簡単な内容を確認することができます。更に詳しい
内容を確認したい場合は、ファイルを右クリックし、「詳細情報を表示」をクリック
してください。詳細情報が書かれた画面が表示されます。
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Switchが対応しているフォーマット
最新版のSwitchが対応しているフォーマットの一覧は以下のページからご覧いただけ
ます：
Switchが対応しているフォーマットの一覧 
いくつかのフォーマットはプラス版（有料版）でのみ対応していますが、無料お試し
期間中はプラス版のみ対応しているフォーマットの変換もお試しいただけます。有料
版のみのフォーマットは以下の通りです：
以下のフォーマットからの変換：

音声フォーマット：
● aac
● act/rcd/rec（比較的新しいバージョンのフォーマットには非対応）
● adts
● amr
● aif
● aifc
● aiff
● ape
● asf
● au
● caf
● cda
● dct
● ds2
● dss
● dts
● dvf（非対応のdvfレコーダ有り）
● flac
● gsm/aiff
● it
● m3u
● m4a
● m4b
● m4r（iPhoneの着信音）
● mid (通常MIDIのみ）
● mpc
● mpga
● mp1
● mp2
● mp3
● moh
● msv （非対応のmsvレコーダ有り）
● pls
● ogg
● opus
● ra
● ram
● raw
● rec
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● rcd
● rm
● rmj
● shn
● spx
● s3m
● voc
● vox
● wav
● wma
● wv
● xm
● 669
動画フォーマット：
● 3gp
● asf
● avi
● flv
● mkv
● mod
● mov
● mp4
● mpeg
● mpg
● vob
● wmv
以下のフォーマットへの変換：

● aac
● ac3
● adts
● aif
● aifc
● aiff
● amr
● ape
● au
● caf
● cda
● dct
● dts
● flac
● gsm
● m3u
● m4a
● m4b
● m4r
● mov
● mp1
● mp2
● mp3
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● mpc
● ogg
● opus
● pls
● raw
● rss
● spx
● txt (音声認識)
● vox
● wav
● wma
● wpl
上記のフォーマットで変換を行う必要がある場合は、お試し期間中に変換作業を行

い、Switchを使って必要な変換が確かにできることを確認するようお勧めします。S
witchが対応しているフォーマットは お試し版で全てお試しいただけます。この期間
を利用して是非有料版Switchの性能をお試しください。 
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ストリーム音声または変換が困難な音声ファイル
を変換する
最新版のSwitchではSoundTap ストリーミング録音ソフトを 
使って、変換が困難なファイルの変換を行うことができます。この機能を使う場合は
、 「変換」メニューから「ストリーム音声を変換」を選択し、 
ウィザードの指示に従って変換作業を行います。 
● ステップ 1：  「SoundTap 

録音ソフトを開始」ボタンをクリックしてSoundTapを起動します。お使いのコン
ピュータにSoundTapがインストールされていない場合は、自動的にダウンロード
とインストールを開始します（ダウンロードは無料です）。 

● ステップ 2：  
Webブラウザのストリーム音声を変換、またはハードドライブに保存された音声
ファイルを変換のいずれかを選択します。ストリーム音声を変換する場合はストリ
ームが行われるサイトのURLを入力します。音声ファイルを変換する場合は、Win
dows Media 
Playerなどの音声再生デバイスを使って音声を再生します。音声の再生を開始する
とSoundTapが自動的に録音を開始します。 

● ステップ 3：  
「録音を今すぐ停止」ボタンをクリックして録音を終了します。録音ファイルは、
SoundTapのメイン画面で「検索して再生」ボタンをクリックすると一覧に表示さ
れます。SoundTapは音声が再生されている間のみ録音を行いますので、ソフトウ
ェアの起動が早すぎたり、録音の停止が遅すぎた場合でも無音部分は録音ファイル
に含まれません。 
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音声認識
Switchは音声認識エンジンを使って音声ファイル内で話されている言葉の書き出しを
試みます。この機能を使うには「出力形式」に「txt」を選択し、変換ボタンをクリッ
クします。この機能はVista以降のWindowsパソコンでのみお使いいただけます。
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WavePadで音声を編集
一覧に追加した音声ファイルは、変換を行う前に様々な編集を行うことができます。
音声の編集を行う場合は、「編集」メニューから WavePadで音声を編集を選択しま
す。WavePad音声編集ソフトが起動し、Switchで作業中の音声ファイルを編集する
ことができるようになります。WavePadは基本的な編集作業だけでなく、効果音等の
挿入や、ノイズの除去、周波数の調整など様々な作業を行うことができます。編集後
はSwitchで変換を行う前に必ず保存を行ってください。 

WavePad音声編集ソフトの詳細は以下のページをご覧ください： 
www.nch.com.au/wavepad/jp 
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音声タグを編集
Switchは特定の形式の音声ファイルのタグ編集に対応しています（MP3のID3タグ、
WAVファイルのINFO 
chunk、LISTなど）。また、フォーマットの変換時には既存のタグ情報が保存された
状態で変換されます。
1つのファイルのタグを編集する 
タグ編集機能を使うには、音声ファイルを選択し、「編集」メニューから 音声タグを
編集をご覧ください。 
複数のファイルの音声タグを編集 
タグ編集機能を使うには、複数の音声ファイルを選択し、「編集」メニューから 音声
タグを編集をご覧ください。
[複数の値] 
という文字が表示された場合は1つのタグに異なる値があることを意味しています。 
変換されたファイルの音声タグを編集 
この機能を使うと出力ファイルのタグを編集することができます。変換が正常に完了
した場合にのみこの機能を使う事ができます。
タグ編集機能を使うには、メイン画面の一覧でファイルを選択し、「編集」メニュー
から 変換されたファイルの音声タグを編集を選択します。 
ファイルに保存 
タグをファイルに保存する際は手順を選択してください。選択肢は以下の通りです： 
● 変換後のファイルのみ変更：変換が正しく完了したファイルにのみタグが保存され

、ソースファイルには保存されません。
● ソースファイルと変換後のファイルの両方を変更：ソースファイルと変換後のファ

イルの両方にタグが保存されます。
タグの保存は以下の条件を満たした場合にのみ行われます： 
● ファイルが存在する
● ファイルが読み取り専用ではない。
● ファイルフォーマットが以下のメディアに対応している：.aif、.aiff、.aifc、.flac、

.m4a、.m4b、.m4r、.mp1、.mp2、.mp3、.ogg、.wavおよび.wma。
● ファイルがアーカイブの一部ではない（SwitchはZIPとRARファイルを開くことが

できますが音声ファイルのみ読み込みや変換を行うことができます）。
デフォルトに戻す 
このボタンをクリックすると1つ前のユーザー設定に戻ります。OKボタンをクリック
するとデフォルトの値が最新の値に更新されます。デフォルトの値はファイルごとに
異なります。
デザイン 
出力ファイルとソースファイルのいずれも対応していないタグはグレーで表示される
か、文字入力ができないようになっています（例：アルバムカバー、開始/終了日など
）。 詳しくは こちらのページをご覧ください。 
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プログラムのオプション
ソフトウェアのオプション画面を開くには、「ファイル」メニューから「オプション
」を選択します。この画面では以下のオプションを設定することができます：
ファイル 
このダイアログにはファイルの処理に関するオプションが表示されます。オプション
画面には「上書き」と「メタデータ」の2つの項目があります。 

上書き 
変換済みファイルの保存先に既に同じファイルが存在する場合の処理方法を選択し
ます。以下の処理方法からいずれかを選びます： 
● プロンプトを表示して指示を仰ぐ：ファイルの上書きを行うかどうかにつき毎

回確認を行います。
● ファイルを上書きする：変換中のファイルで既存のファイルを上書きします。
● ファイルを変換しない：重複するファイルは変換せず、複数のファイルを変換

中は残りのファイルの変換を行います。
● ファイル変換を中止する：重複するファイルを変換せず、複数のファイルを変

換中は残りのファイルの変換も中止します。
● ファイル名に自動番号を付ける：指定したフォーマットを使って、変換後のフ

ァイル名に自動的に番号を振ります。ファイル名のフォーマットには%filenam
e%と%number%の文字列が必要です（順不同）。フォーマットには上記の文字
列以外にも文字や記号を入力して、ファイル名に表示することができます。

デフォルトのメタデータ 
変換した全てのファイルに以下の領域に入力したメタデータが含まれます： 
● コメント：音声ファイルの詳細
● 著作権：著作権者情報
● 作成者：音声ファイルの作成者
● エンコーダ：音声ファイルに使ったエンコーダ
● 変換ソフト：エンコードに使ったソフトウェア
詳しくは こちらのページをご覧ください。 
タイトルのタグが空の場合はファイル名を使う 
ソースファイルによってはタグ情報が無いものもあり、こうした場合は変換後のフ
ァイルのタグ情報が空になります。このオプションにチェックを入れるとタイトル
のタグの欄が空の場合は自動的にファイル名が挿入されます。
変換 

このタブではファイル変換に関するオプションを、「フォーマット」と「エラー」の
2つのセクションに分けて設定します。 

フォーマット 
変換前と変換後のファイルのフォーマットが同じ場合の処理方法を指定します。以
下の処理方法からいずれかを選びます：
● 変換する：そのまま通常通りファイルを変換します。 

● 変換前のファイルの圧縮率の方が良い場合は再圧縮を行わないようにするに
は、「変換する」の下にあるサブメニューにチェックを入れます。

● 保存先にファイルのコピーを作成：保存先のフォルダにファイルのコピーを作
成します。

● 変換しない：ファイルの変換を一切行いません。
メモ：
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「フォーマット」で設定したオプションよりも「上書き」タブで設定したオプショ
ンの方が常に優先されますのでご注意ください。例えば、「フォーマット」タブで
「変換する」のオプションを選択し、「上書き」タブで「ファイルを変換しない」
を選択した場合は、「上書き」での設定が優先されるためフォーマットが同じファ
イルが存在する場合ファイルの変換は行われません。 
変換完了後ソースファイルを削除 
：ファイルの変換が完了した時点で、オリジナルのファイルが削除されます。変換
が正しく完了しなかった場合は削除は行われません。「出力先フォルダにファイル
のコピーを作成」のオプションを選択した場合は、ファイルのコピーが保存先フォ
ルダに作成された時点で「ファイルの変換が完了した」とみなされます。 

ファイル読み込み用の設定を記憶する（.rawおよび.voxフォーマットのみ） 
：.raw/.voxファイルから変換している場合。同じ種類のファイルには全てデフォ
ルトコーデック設定を行うか、それぞれ個別にコーデック設定を行うかのいずれか
を選択できます。 
エラー 
ファイルの変換中にエラーが発生した際の処理方法を指定します。以下の処理方法
からいずれかを選びます：
● プロンプトを表示して指示を仰ぐ：ファイルの変換を続けるかどうかにつき毎

回確認を行います。
● エラーを無視して残りのファイルの変換を続ける：エラーが発生したファイル

があった場合でも、残りのファイルの変換はそのまま続けます。
● ファイル変換を中止する：重複するファイルを変換せず、複数のファイルを変

換中は残りのファイルの変換も中止します。
メモ： 
エラーが発生した場合は、エラーが発生したファイルの「詳細情報」欄にエラーに
関する簡単な説明が表示されます。エラーに関する更に詳しい情報を確認する場合
は、確認するファイルを右クリックし、「詳細情報を表示」をクリックします（Ct
rl+Eのショートカットを使って確認することもできます）。 

音声処理 
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10
0%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」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。
「平均ラウドネス（RMS）」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。
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「ピークラウドネス（RMS）」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。

動画ファイル内に複数の音声トラックがある場合は使用するデフォルト音声トラッ
クを選択 
動画ファイルによっては複数の音声ファイルを含むものがあります。こうした場合
はここにチェックを入れ、変換作業を行うデフォルトの音声トラックを選択します
。手動で音声トラックを選択する場合はチェックを外します。
ファイル名（有料版Switchのみ） 

変換したファイルのファイル名を設定するためのオプションです。.cdaファイルが入
力ファイルの場合「CDアルバムの情報を入手するためインターネットのデータベー
スにアクセスする」のオプションにチェックを入れると、インターネット接続を使っ
てアルバムやトラックの情報をMusicBrainzのオンラインデータベースから入手する
ことができます。

1.アーティスト名　-　トラック名．拡張子 
2.アルバム名　-　アーティスト名　-　トラック名．拡張子 
3.カスタム化（以下参照） 
カスタム化を選択すると、出力ファイル名のフォーマットを自由に指定することが
できます。カスタム化を行う場合は、検索されたデータに置換えが行われる各種の
文字列を入力します。入力する文字列の例は以下の通りです：
[%artist% %album% %genre%]\{%tracknumber% %trackname% %year%} 
フォルダ名：「アーティスト名　-　アルバム名　-　ジャンル」、ファイル名：「
トラック番号トラック名 - 年.拡張子」としてCDトラックを変換します。  
カスタム化に挿入できる文字列と、文字列が置換える情報は以下の通りです： 
%artist% 　アーティスト名 
%album%  　アルバム名 
%extratrackinfo%  　トラックの詳細情報（詳細情報が無いトラックもあります） 
%genre%  　アルバムのジャンル（例：ロック、ジャズなど） 
%tracknumber%  ：トラック番号です 
%trackname% 　抽出したトラック名 
%year% 　アルバムがリリースされた年 
[] 　この括弧内に書かれた文字列はフォルダとして扱われます 
{} 　この括弧内に書かれた文字列はファイルとして扱われます 
こうした情報はSwitchの「音声タグを編集」機能（CTRL+T）を使って表示するこ
とができます。
フォルダは複数の階層の設定が可能ですが、ファイル名は1つだけしか使うことが
できません。
その他 

特定のカテゴリに属さない一般的なオプションです。
バックグラウンドで実行
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実行中の他のプログラムの処理速度に影響を与えずにSwitchを使った変換を行う場
合は、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合、多数のプロ
グラムを実行中の場合などはSwitchの変換作業の速度が落ちることがありますので
ご注意ください。 

音声再生 
：Switchで使う音声デバイスを選択します。コンピュータに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ここで選択します。 
ショートカットメニュー 
：ファイルエクスプローラに「Switchで変換」の右クリックメニューを追加する場
合はこのオプションを選択します。 
確認 
：一覧からファイルを削除する際またはハードドライブの空き容量が指定したサイ
ズを下回った場合に警告を発する場合は該当するオプションをここで選択します。

重複ファイル 
：重複ファイルが一覧に追加されないよう設定することで、Switchの一覧が長くな
りすぎるのを防ぐことができます。 
変換完了のお知らせ 
：大量のファイルを変換する際などは、変換作業の完了時に何らかの方法でお知ら
せを行うよう設定しておくと便利です。 
右クリック 
オプションの「右クリック」タブでは、ファイルエクスプローラの右クリックメニ
ューをカスタム化することができます。チェックボックスにチェックを入れると右
クリックメニューにショートカットが追加されます。プルダウンメニューを使って
変換フォーマットを指定します。 
フォーマット指定の右クリックメニューを使う場合、このフォーマットに設定済み
の条件を使って変換が行われます。例えばWavを変換フォーマットとして選択して
右クリックメニューを追加すると、コンピュータ上で音声ファイルを右クリックし
「Switchを使ってWavに変換」をクリックするだけで前回Wavファイルを変換した
際に使った設定を使いファイルの変換が行われます。 

● 右クリックオプション　1： 
1つ目のコマンドをカスタム化してファイルエクスプローラに右クリック追加し
ます。 

● 右クリックオプション　2： 
2つ目のコマンドをカスタム化してファイルエクスプローラに右クリック追加し
ます。 

● 右クリックオプション　3： 
3つ目のコマンドをカスタム化してファイルエクスプローラに右クリック追加し
ます。 
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コマンドライン機能を使ってSwitchを操作
Switchはコマンドラインを使った作業が可能です。コマンドラインは、他のプログラ
ムからSwitchを使ってファイル変換を行ったり、一括変換を行ったりする際にも使う
ことができます。
Switchのインストールファイルは通常「C:\Program Files\NCH 
Software\Switch\switch.exe」に保存されています。
使い方： switch.exe [オプション] [追加するファイル] 
[オプション]にはSwitchに対して発する各種のコマンドを入力します。入力できるコ
マンドは以下の通り： 
-convert 　Switchに読み込まれている全てのファイルを変換します。 
-clear  　Switchに読み込まれている全てのファイルを削除します。 
-addfolder [フォルダ名] 　ファイルのフォルダをSwitchに追加します。 
-format [フォーマット名] 
　変換後の出力フォーマットを指定します。フォーマット名は各フォーマットの拡張
子です（例：.wav、mp3） 
-outfolder [フォルダ名] 
　変換後のファイルの保存先を指定します。フォルダのパスはバックスラッシュ（\）
で終わらないようにしてください。 
-settempfolder [フォルダ名] 
　Switchが再生中や変換中にファイルの保存を行う一時フォルダを指定します。正し
いフォルダが選択されなかった場合は作業が行われません。 
-overwrite [上書きフラグ] 
変換後のファイルが既に存在する場合の処理方法を指定します。上書きフラグは以下
のいずれかを使います： "PROMPT" （プロンプトして指示を仰ぐ）、 "ALWAYS" 
（ファイルを上書きする）、"NEVER"（オリジナルファイルを変換しない）、"CAN
CEL" （変換を中止する）、"APPENDNUMBER [format]" 
（ファイル名に自動番号を付ける。 - 
[format]は任意の項目です。入力しなかった場合はSwitchに指定済みのフォーマット
が使われます）。 

-settings [フォーマット名] [設定オプション]  
　指定したフォーマット用の各種設定を指定します。　その他のパラメータに関する
詳細は、別途以下に説明する通りです。 
-insettings [フォーマット名] [設定オプション] 
　変換前にデコードが必要なフォーマット（.vox、.rawなど）用の各種設定を指定し
ます。その他のパラメータに関する詳細は、別途以下に説明する通りです。 
-hide  　Switch画面を非表示にします。 
-show  　Switch画面を表示します。 
-exit  　Switchを終了します。 
[追加するファイル]にはSwitchに読み込むファイルのパスを入力します。パスは絶対
パスを二重引用符で囲む形で入力する必要があります。 
例: 
switch.exe -format MP3
switch.exe -outfolder "C:\My Music";
switch.exe -hide
switch.exe "C:\My Documents\sound.mp3"
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switch.exe -convert "C:\My Music\music.mp3" -format .wav -overwrite ALWAYS
switch.exe -convert "C:\My Music\music.ogg" -format .mp3 -overwrite 
APPENDNUMBER "%filename%-%number%"
Switchの実行が可能なフォルダ内にいる場合以外は、以下のように「switch.exe」の
部分を絶対パス（C:\Program Files\NCH 
Software\Switch\switch.exe）に置換えて入力してください：
"C:\Program Files\NCH Software\Switch\switch.exe" -convert "C:\My 
Music\music.mp3" -format WAV
設定オプション： 
-settingsおよび-insettingsのオプションを使う際は、以下のようなパラメータを使っ
て各種設定を行います。パラメータは以下の順序の通りに入力が必要です。また、入
力されていないパラメータがあると作業が行われませんのでご注意ください
WAV  [コーデック] [サンプルレート] [チャンネル] 
WAVのデフォルト設定を設定する場合は以下をタイプ入力： -settings .wav default 
● [コーデック]には以下の値が使えます： 

● "PCM8" - 8 bit PCM Uncompressed
● "PCM16" - 16 bit PCM Uncompressed
● "PCM24" - 24 bit PCM Uncompressed
● "PCM32" - 32 bit PCM Uncompressed
● "GSM" - GSM 6.10
● "GSMN" - GSM 6.10 Native
● "IMAADPCM" - IMA ADPCM
● "MSADPCM" - Microsoft ADPCM
● "ALAW" - CCITT A-Law
● "ULAW" - CCITT u-Law

● [サンプルレート]の値はHzを単位として入力します（例：8000）同じサンプルレ
ートを入力ファイルにも使う場合は"auto"を使います。

● [チャンネル]には以下の値が使えます： 
● [コーデック]がPCM8/;PCM16/PCM24&PCM32の場合は、以下のいずれかを

使います：1（モノラル）、2（ステレオ）、6（5.1チャンネル）、8（7.1チャ
ンネル用）、"auto"（入力ソースファイルと同じ値を使う場合）

● [コーデック]がIMAADPCM/MSADPCM/ALAW/ULAWの場合は以下のいず
れかを使います：1（モノラル）、2（ステレオ） 

● [コーデック]がGSM/GSMNの場合は1（モノラル）以外は使えないため、値の
入力は不要です。 

入力できる値のコンビネーションは、どのコーデックを入力するかにより左右されま
すので、入力する値がわからない場合はSwitch画面を開いて各コーデックに使える値
を確認してください。
例： 
● -settings .wav default
● -settings .wav PCM32 48000 auto
● -settings .wav PCM16 auto auto
● -settings .wav GSM 8000
● -settings .wav ALAW 44100 2
MP3 エンコーダの種類　CBR[ビットレート] [高音質] VBR[最小ビットレート] 
[最大ビットレート] [音質 [チャンネルモード] [エラープロテクト] 
エンコーダの種類 - "CBR"または"VBR"。
CBRの場合のオプション： 
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● ビットレートはkbpsの値を入力します（例：128）
● 高音質には、"TRUE"（高音質の場合）または"FALSE"（高音質ではない場合）を

入力します。
VBRのオプション： 
● 最小ビットレートにはビットレートをkbpsを単位として入力します（例：128）
● 最大ビットレートにはビットレートをkbpsを単位として入力します（例：192）
● 音質には0～9のいずれかの数字を入力します。
● チャンネルモードには、"STEREO"、"JOINT"、"FORCE"または"MONO"のいずれ

かを入力します。
● エラープロテクトには、"TRUE"（プロテクト有りの場合）または"FALSE"（プロ

テクトなしの場合）を入力します。
例: 
● -settings .mp3 CBR 128 TRUE STEREO TRUE
● -settings .mp3 VBR 128 192 4 MONO FALSE
OGG エンコーダの種類 Quality[音質] VBR[最小ビットレート] [最大ビットレート]] 
[チャンネル] [ストリップコメント] 
エンコーダの種類 - "Quality"または"VBR"
音質のオプション： 
● 音質には0～10のいずれかの数字を入力します。
VBRのオプション： 
● 最小ビットレートにはビットレートをkbpsを単位として入力します（例：128）
● 最大ビットレートにはビットレートをkbpsを単位として入力します（例：192）
● チャンネルは1または2を入力します。
● コメントの除去には、"TRUE"（除去する場合）または"FALSE"（除去しない場合

）のいずれかを入力します。
例: 
● -settings .ogg Quality 5 2 TRUE
● -settings .ogg VBR 96 192 1 FALSE
WMA  [コーデックのインデックス] [サンプルレート] [ビットレート] [チャンネル] 
コーデックのインデックスには0以上の整数を入力します。入力する数値はお使いの
コンピュータにインストールされているWMAコーデックによります。入力する数の
選択は、WMA設定ダイアログ内にあるWMAコーデックのプルダウンメニューを元に
行います。プルダウンメニューの1番上の選択肢を選ぶ場合はコーデックのインデッ
クスには0と入力し、2番目の場合は1と入力するという法則で必要な数字を選択して
ください。

サンプルレートには変換時のターゲットサンプルレートをヘルツを単位として入力し
ます（例：44100）。 
ビットレートには変換時のターゲットビットレートをkbsを単位として入力します（
例：128000）。
チャンネルは1（モノラルの場合）または2（ステレオの場合）を入力します。
例: 
● -settings .wma 1 44100 192000 2
SPX [モード] [値] ([AGC] [DENOISE]) 
モードにはエンコードの実行モードを入力します。実行モードは以下のいずれかから
選びます：
● Preset
● CBR （bps単位の固定ビットレート）
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● VBR （bps単位の可変ビットレート）
● ABR （bps単位の平均ビットレート）
値は[モード]のパラメータで指定したモードにより異なります： 
● Presetの場合は0（最低音質、最高圧縮率）から10（最高音質、最低圧縮率）の間

の値を入力します。
● CBRの場合は音声のエンコードが行われるビットレートを入力します。
● VBRの場合は音声のエンコードが行われる最大ビットレートを入力します。
● VBRの場合は音声のエンコードが行われる平均ビットレートを入力します。
AGCはSpeexエンコーダのAdaptive Gain 
Controlをオンにする場合にのみ必要なパラメータです。
DenoiseはSpeexエンコーダを使ってエンコード前に入力音声のノイズ除去を行う場
合にのみ必要なパラメータです。
例: 
● -settings .spx Preset 1 Denoise
● -settings .spx VBR 192000 AGC Denoise
● -settings .spx CBR 128000
MPC [音質のプリセット] 
● 音質のプリセットには以下のいずれかを入力します：Thumb、Radio、Standard

、Extreme、Insane
例：-settings .mpc Standard 
APE [音質のプリセット] 
● 音質のプリセットには以下のいずれかを入力します：Fast、Normal、High、Extr

a High、Insane
例：-settings .ape Normal 
AIFF  [サンプルレート] [チャンネル] 
● サンプルレートには以下のいずれかを入力します：6000、8000、11025、1600

0、22050、32000、44100、48000、64000、88200、96000、196000
● チャンネルは1（モノラルの場合）または2（ステレオの場合）を入力します。
例：-settings .aiff 44100 1 
AAC/M4A エンコーダの種類 ABR[ビットレート] VBR[音質] [FORCE_MPEG2] 
[TNS] 
エンコーダの種類 - "CBR"または"VBR" 
ABRのオプション： 
● ビットレートはkbpsを単位として値を入力します（例：128）
VBRのオプション： 
● 音質には0～10のいずれかの数字を入力します。
● MPEG2を強制には"TRUE"（強制する場合）または"FALSE"（強制しない場合）

を入力します。
● TNSには"TRUE"（TNSを使用する場合）または"FALSE"（使用しない場合）を入

力します。
例: 
● -settings .aac ABR 128 FALSE FALSE
● -settings .m4a VBR 100 TRUE TRUE
FLAC [圧縮レベル] [サンプルレート] [チャンネル] 
● 圧縮レベルには0～8の間の数字を入力します。
● サンプルレートはヘルツを単位として値を入力します（例：8000）
● チャンネルは1または2を入力します。
例：-settings .flac 6 44100 2 
VOX/RAW [コーデック] [サンプルレート] [チャンネル] 
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（"-settings"および"-insettings"両方のコマンドに適用されます) 
● コーデックにはコーデックの種類を表す0～8の数字を入力します。コーデックは

以下の通り（一番上が0、一番下が8）： 
● Dialogic ADPCM
● G.711 uLaw
● G.711 aLaw
● 16 bit PCM (Intel Endian)
● 8 bit unsigned
● 8 bit signed
● 16 bit PCM (Big Endian)
● 32 bit float (Intel Endian)
● 32 bit float (Big Endian)

● サンプルレートはヘルツを単位として値を入力します（例：8000）
● チャンネルは1または2を入力します。
例: 
● -settings .vox 0 44100 2
● -settings .raw 3 32000 1
● -insettings .vox 2 22050 2
● -insettings .raw 4 8000 1
AMR [ビットレート] 
● ビットレートにはAMRファイルのエンコードを行うレートをkbpsを単位として入

力します。入力できる数値は、4.75、5.15、5.9、6.7、7.4、7.95、10.2および1
2.2です。

例: 
● -settings .amr 4.75
● -settings .amr 10.2
DCT  [サンプルレート] [チャンネル] 
● サンプルレートには以下のいずれかを入力します：8000、11025、16000、220

50
● 「チャンネル」には以下のいずれかを入力します：0（元のチャンネルと同じ）、

1（モノラル）、2（ステレオ）、6（5.1チャンネル）、8（7.1チャンネル）
例：-settings .dct 11025 1 
M3U/PLS/WPL/RSS [URL] 
● URLにはプレイリストファイルをホストするサイトのURLを入力します。URLはh

ttp://またはftp://で始まるアドレスの入力が必要です。
作成したMP3ファイルの設定には一般的なMP3ファイルの設定構文を使います（例：
-settings.mp3など）
例: 
● -settings .rss "http://www.music.com/"
● -settings .m3u "http://livebands.com/rock/"
● -settings .pls "ftp://latinmusic.net/samba/"
音量と音声クリーンアップ： 
音量の増幅、正規化、ポップ音除去、ノイズ除去の設定には以下を使います：パラメ
ータは以下の順序の通りに入力が必要です。入力されていないパラメータがある場合
はデフォルトの値が自動的に使用されす。また、範囲外の値を入力した場合は直近の
正しい値に自動調整されます。
-amplify [値]  ：音量を上げたり下げたりします。詳しくはこちらのページをご覧くだ
さい。この機能をオフにする場合は以下の通り入力します： -amplify off。 

21

amplify.html


● [値]にはデシベルを単位とした数値を-40dbから40dbの間で入力します。
例： 
● -amplify -30
● -amplify off
● -amplify （注：音量増幅が行われません）
● -amplify 0 （注：値を0にした場合も音量増幅が行われません）
● -amplify 41 （注：41は範囲外の数値です。代りに40が使われます）
-normalize [種類] [値]  
：最大音量の値がデジタル音声で使うことができる最大値（または割合）と同等にな
るよう音量が調節されます。詳しくはこちらのページをご覧ください。この機能をオ
フにする場合は以下の通り入力します： -normalize off。 
● [種類]には以下のいずれかを入力します："PEAK"、"RMS"、"PEAKRMS"または"P

RESET"
● [値]には以下の通り入力します： 

● [種類]がPEAK、RMSまたはPEAKRMSの場合、デシベルを単位とした数値を-
40dbから40dbの間で入力します。 

● [種類]がPRESETの場合、以下のいずれかの値が入力できます： 
● 0 - ピーク値
● 1 - ピーク値、3dBのヘッドルーム
● 2 - ピーク値、6dBのヘッドルーム
● 3 - ピーク値、9dBのヘッドルーム
● 4 - ピーク値、12dBのヘッドルーム
● 5 - 等平均ラウドネス
● 6 - 等平均ラウドネス、追加ヘッドルーム
● 7 - 知覚されるラウドネス
● 8 - 知覚されるラウドネス、追加ヘッドルーム

例： 
● -normalize PEAK -20
● -normalize PRESET 4
● -normalize off
● -normalize 

(注：パラメータを入力しない場合デフォルトの値が使われます：[種類]：PEAK, 
VALUE:0)

● -normalize RMS（例：[値]を入力しない場合デフォルトの値（0）が使われます。
● -normalize PRESET（例：9は範囲外の数値です。代りに8が使われます）
-popreduction [クリック感度] [クリックの長さ] 
：録音音声からポップ音やクリック音を削除します。詳しくはこちらのページをご覧
ください。この機能をオフにする場合は以下の通り入力します： -popreduction off

● [クリック感度]には%を単位とした数値を1%から100%.の間で入力します。
● [クリックの長さ]にはミリ秒を単位とした数値を1から1000の間で入力します。
例： 
● -popreduction 30 420
● -popreduction off
● -popreduction（例：パラメータを入力しない場合デフォルトの値が使われます：

[クリック感度]：50、[クリックの長さ]：450)
● -popreduction 30 

（注：[クリックの長さ]が入力されていない場合450が自動的に使われます）
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● -popreduction 101 
400（注：101は[クリック感度]に使える値の範囲外の数値です。代りに100が使
われます）

● -popreduction 45 
0（注：0は[クリックの長さ]に使える値の範囲外の数値です。代りに1が使われま
す）

-noisereduction [しきい値] [ノイズゲート] ：音声のノイズを削減します。詳しくは
こちらのページをご覧ください。この機能をオフにする場合は以下の通り入力します
： -noisereduction off。 
● [しきい値]には%を単位とした数値を1%から50%.の間で入力します。
● [ノイズゲート]にはデシベルを単位とした数値を-40dbから0dbの間で入力します

。
例： 
● -noisereduction 30 -10
● -noisereduction off
● -noisereduction（注：パラメータを入力しない場合デフォルトの値が使われます

：[しきい値]：30、[ノイズゲート]：-30)
● -noisereduction 

20（注：[ノイズゲート]が入力されていない場合-30が自動的に使われます）
● -noisereduction 0 

-15（注：0は[しきい値]に使える値の範囲外の数値です。代りに1が使われます）
● -noisereduction 20 

-41（注：-41は[ノイズゲート]に使える値の範囲外の数値です。代りに-40が使わ
れます）

-compressor [プリセット] 
：ダイナミックレンジ圧縮は録音音声を特定の音量内に抑える働きをします。詳しく
はこちらのページをご覧ください。この機能をオフにする場合は以下の通り入力しま
す： -compressor off。 
● [プリセット]には以下のいずれかの値を使います（詳しくは こちら 

をご覧ください）： 
● 0 - デフォルト
● 1 - 速い
● 2 - スムーズ
● 3 - 重い
● 4 - ハードリミット
● 5 - ソフトリミット
● 6 - ノイズゲート

例： 
● -compressor 2
● -compressor off
● -compressor（注：[プリセット]が入力されていない場合0が自動的に使われます

）
● -compressor 

7（注：7は[プリセット]に使える値の範囲外の数値です。代りに6が使われます）
-equalizer 
：音声信号の周波数帯域を調節し、音声の補正や改善などに使われるエフェクトです
。詳しくはこちらのページ
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をご覧ください。このコマンドはイコライザのオンとオフの切替えのみを行います。 
 

を使うとイコライザがオフになります。イコライザの値はSwitch本体で設定する必要
があります。 
例： 
● -equalizer
● -equalizer off
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エンコーダ設定
Switch用の各エンコーダの設定に関する詳細を以下の知識ベースからご覧いただけま
す。
● aac/m4a/m4rエンコーダ設定 
● cafエンコーダオプション 
● AIFFエンコーダ設定 
● AUエンコーダ設定 
● flacエンコーダ設定 
● rss/m3u/pls/wplエンコーダ設定 
● mp3エンコーダ設定 
● oggエンコーダ設定 
● Opusエンコーダオプション 
● raw/voxエンコーダ設定 
● Wavエンコーダ設定 
● amrエンコーダ設定 
● apeエンコーダ設定 
● mpcエンコーダ設定 
● spxエンコーダ設定 
● WMAエンコーダ設定 
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ソースファイルと同じ
フォーマットによっては、これが出力ファイルのサンプルレートとチャンネル数をソ
ースファイルと同じにする場合のエンコーダオプションです。 
このオプションを使う場合は、ソースファイルの特定のサンプルレートとチャンネル
数が出力ファイルには使えない場合がありますのでご注意ください。こうした場合、
変換に失敗するか、デフォルトのエンコードオプションを使って変換失敗を防ぎます
。 
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M4Pファイルを変換する
M4PファイルはAppleのiTunesから購入した音声ファイルで、Appleの「FairPlay」
DRM（デジタル著作権管理）で保護されています。 
M4AファイルもDRMで保護されている場合があり、保護されている場合はM4Pと同
様に扱われます。 
M4PファイルはコンピュータやiPod、iPhone、iPadなどのデバイスでiTunesを使わ
なければ開くことができません。コンピュータ 
や各デバイスで音声の再生や転送、書き込みなどを行う前に、iTunesアカウントにロ
グインする必要があります。 
SwitchではM4Pファイルの再生や変換はできませんので、著作権保護が行われていな
いバージョン（M4A）をiTunesから入手してください。 
M4Pファイルの保護を外す方法は以下の通りです： 
1.iTunes Plusを使う 

手順についてはApple社のホームページをご覧ください 
● iTunes Plusについて（Apple社ウェブサイト）  
2.iTunesで音声CDを書き込み、音声CDの音声をSwitchで変換する 
iTunesを使ってM4Pファイルを音声CDに書き込む方法は以下の通りです。 
● 1.iTunesを開きApple IDとパスワードを入力してログインします。
● 2.新しいプレイリストを作り、変換したいM4Pファイルを挿入します。
● 3.空のCDまたは仮想CDを挿入します（下記のメモ参照）。
● 4.プレイリストを選択します。
● 5.ファイルメニューから「プレイリストからディスクを作成」を選択します。
● 6.「ディスク作成設定」画面が開くので、ディスクフォーマットに「オーディ

オCD」を選択し、曲の間隔のプルダウンメニューから「なし」を選択します。
● 7.「ディスクを作成」ボタンをクリックしてCD書き込みを開始し、iTunesが書

き込みを終えるのを待ちます。
● 8.Switchを開きます。
● 9.ファイルメニューから「CDを追加」を選択し、Switchを使って変換するCD

をインポートします。
● 10.希望の出力形式を選択し、「変換」ボタンをクリックします。CDの音楽が

指定したファイル形式に変換されます。
メモ：

仮想CDソフトをインストールすることで、仮想CDを使った作業を行うことも
可能です。仮想CDを使う場合は実際のCDディスクは必要ありません。上記ス
テップ6の「ディスク作成設定」画面で、書き込み先に仮想CDを選択します。 

27

https://support.apple.com/ja-jp/HT201616


ショートカットキー一覧
ファイルを追加 Alt+A
フォルダを追加 Alt+F
CDを追加 F4
DVDを追加 F6
削除 Delete
全てのファイルを削除 Alt+E
非対応のファイルを削除 Ctrl+U
全てのメニューを表示 Alt
ファイルを再生/一時停止 スペースバー
再生画面を閉じる Esc/Enter
全て選択する Ctrl+A
オプション画面を開く Ctrl+O
エンコーダオプションを開く Alt+O
音量オプションを開く Ctrl+B
ファイルを変換 F3
音声ファイルタグを編集 Ctrl+T
ストリーム音声を変換 Ctrl+N
ファイルの内部情報を表示 Ctrl+F
詳細情報 Ctrl+E
プログラムを終了する Alt+F4
マニュアルを表示 F1
WavePadで音声を編集 F8
先頭へ戻る（再生画面） Home
末尾へ移動（再生画面） End
早戻し（再生画面） 左矢印
早送り（再生画面） 右矢印
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出力オプション
エンコーダ設定や出力ファイルに書き込まれたメタデータなどの変換時に使われるオ
プションを設定します。
出力オプションの設定を行う場合は オプション... 
ボタン（メイン画面下部）をクリックします。
エンコーダオプション 
エンコーダオプションに関する詳細は エンコーダオプション 
のページをご覧ください。 
デフォルトのメタデータ 
変換した全てのファイルに以下の領域に入力したメタデータが含まれます： 
● コメント：音声ファイルの詳細
● 著作権：著作権者情報
● 作成者：音声ファイルの作成者
● エンコーダ：音声ファイルに使ったエンコーダ
● 変換ソフト：エンコードに使ったソフトウェア
詳しくは こちらのページをご覧ください。 
タイトルのタグが空の場合はファイル名を使う 
ソースファイルによってはタグ情報が無いものもあり、こうした場合は変換後のファ
イルのタグ情報が空になります。このオプションにチェックを入れるとタイトルのタ
グの欄が空の場合は自動的にファイル名が挿入されます。
デフォルトに戻す 
このボタンをクリックすると1つ前のユーザー設定に戻ります。OKボタンをクリック
するとデフォルトの値が最新の値に更新されます。
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クラウドサービス
クラウドからファイルを挿入
SwitchはDropboxやGoogleドライブ、OneDriveなどから直接音声ファイルを開くこ
とができます。Dropbox、Googleドライブ、OneDriveはファイルのアップロードや 
保管、アクセス、共有をどこからでも行うことができる、クラウドベースのストーレ
ジサービスです。Dropboxは2GBまで、OneDriveは5GBまで、Googleドライブは15
GBまで無料で使うことができ、それ以上についても有料 
（1か月ごとのお支払い）で使うことができます。 

こうしたサービスをSwitchで使う場合は、DropboxやOneDrive、Googleのアカウン
トが必要です。 
「ファイル」メニューから「クラウドサービスからファイルを挿入...」を選択するか
、「ファイル」ボタンのプルダウンメニューを使うとこうしたクラウドサービスから
ファイルを挿入することができます。Switchからこうしたクラウドサービスのアカウ
ントにログインすると、アカウント上にアップロードされているファイルを指定して
Switchにそのまま読み込むことができます。 

別のユーザーアカウントでログインするには、「別のユーザーとしてログイン」にチ
ェックを入れます。
クラウドにアップロード
Switchで変換したファイルはGoogleドライブやDropbox、OneDriveなど様々なクラ
ウドサービスに直接アップロードできます。
クラウドへのアップロードは以下のいずれかの方法で行います：
● 「ツール」メニューから「クラウドにアップロード...」をクリックする
● 「変換」メニューから「変換してクラウドにアップロード...」を選択する（まずフ

ァイル形式が変換され、出力されたファイルがアップロードされます）
アップロードを行う前にアップロードするクラウドサービスとファイルのアップロー
ド先となる保存先フォルダを選択するためのメッセージが表示されます。
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アーカイブの音声ファイルを変換
Switchはアーカイブファイルから音声ファイルを取り出してフォーマットの変換を行
うことができます。 
対応しているアーカイブファイルのフォーマットは以下の通りです： 
● .zip
● .rar
● .zab
アーカイブファイルからSwitchに音声ファイルを読み込む手順は以下の通りです： 
● ツールバーの「ファイル」ボタンをクリックします
● 「開く」と「キャンセル」ボタンの上にある、フォーマットのプルダウンメニュー

からアーカイブファイル（*.zipや*.rarなど）を選択します
● 必要なアーカイブファイルを選択します
● 「開く」ボタンをクリックします選択したアーカイブファイル内の音声ファイルが

Switchに読み込まれます
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音声ファイルを送信する
音声ファイルを送信する
Switchで変換した音声ファイルは電子メールやインターネット経由で送信することが
できます。ファイルは以下のいずれかの方法で送信できます：
● 「ツール」メニューから「ファイルを送信...」を選択する
● 「変換」メニューから「ファイルを変換して送信...」を選択する（まずファイル形

式が変換され、出力されたファイルが送信されます）

電子メール
このオプションを選択すると、Switchで変換した音声ファイルを電子メールに添付し
て送信します。

「電子メールアドレス」の項目に受信人のアドレスを入力します。
電子メール設定
SwitchはMAPIシステムを使って既存の電子メールソフト（OutlookやEudoraなど）
から電子メールを送信するようデフォルト設定されています。この方法でメールを送
信するには、お使いのコンピュータに電子メールソフトがインストールされており、
デフォルトのMAPIサーバーとして設定されている必要があります。この方法を使う
利点は、普段使っている電子メールソフトで送信を管理できるという点ですが電子メ
ールソフトによっては送信に問題が生じる場合があります。MAPIに問題がある場合
は、内部SMTPを使った送信をお試しください。

「SMTPを使ってメールサーバーに直接送信」オプションを選択した場合、電子メー
ルはSwitchから直接サーバーへ送信されます。この方法を使うには、お使いのインタ
ーネットプロバイダがメールの送信に使っているSMTPメールホストを入力する必要
があります（ご不明な場合はプロバイダーにお問い合わせください）。
SMTPを使ったメール送信が正しく行われない場合は、お使いのサーバーにユーザー
名とパスワードを使ってログインする必要がある可能性があります。この場合は、S
MTPサーバーの後ろにユーザー名とパスワードを続けて入力してください（例：smt
p.yourserver.com:ユーザー名:パスワード）。

インターネットに直接接続
電子メールを使わずに、インターネットサーバーに直接ファイルを送信することも可
能です。これは電子メールで送信するよりも早くファイルを送信することができます
が、この方法を使うにはファイルの転送先となるウェブホスト（FTP）へアクセスで
きることが前提となります。

この方法でファイルを送信する場合は、「インターネットに直接接続」を選択し、サ
ーバー、ユーザー名、パスワード、ディレクトリを入力して、ファイルの受取先とな
るFTPサーバーの設定を行います。
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YouTubeにアップロード
Switchは音声ファイルを動画ファイルに変換することで音声をYouTubeにアップロー
ドすることができます。
● 「ツール」メニューから「YouTubeにアップロード...」を選択する
● 「変換」メニューから「YouTubeにアップロード...」を選択する（まずファイル形

式が変換され、出力されたファイルがアップロードされます）
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CDAファイルに変換
.cda（コンパクトディスク音声）ファイルの変換にCDが必要なのはなぜで
すか？
Windowsエクスプローラに表示される.cdaファイルはWindowsのCDドライバーで生
成されたものです。このファイルはCD内の各トラックへのショートカットとして機
能するだけで実際の音声/音楽や音声の情報は含まれていません。
そのため、.cdaファイルを変換する際には実際の音声を含むCDが必要になります。C
D無しで.cdaファイルを変換しようとすると、.cdaが指定する音声が見つからない為
エラーが発生します。
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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
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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Windows 
XPおよびVistaでのGoogle認証プロセス
Windows XPやWindows VistaでSwitchからGoogle 
DriveやYouTubeにアップロードを行う際にはいくつかの手順を踏む必要があります
。
1. ログイン... ボタンをGoogleの 認証 ダイアログでクリックします。 
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. Switchに必要な機能へのアクセスを許可します。
4. 認証コード がGoogleから発行されるので、これをコピーしSwitchの ログイン完

了ダイアログに貼り付けます。
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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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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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」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。
「平均ラウドネス（RMS）」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。

「ピークラウドネス（RMS）」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
ダイナミックレンジ圧縮
ダイナミックレンジ圧縮は録音音声を特定の音量内に抑える働きをします。
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。
ダイナミックレンジ圧縮のダイアログには「シンプル」と「グラフィック」の2つの
タブがあります。「シンプル」タブに行った設定変更は「グラフィック」タブのグラ
フにも反映しますが、グラフィックの方が細かい設定が可能なため「グラフィック」
に行った変更は「シンプル」には反映されません。また、「圧縮の詳細設定」ダイア
ログで更に高度な調節を行うことができます。

「シンプル」タブ
ダイナミックレンジ圧縮の「シンプル」タブには、「リミッター」、「圧縮」、「ノ
イズゲート」の設定項目があります。この3つは全く別々の設定のように見えますが
、「ダイナミックレンジ圧縮を使う、3種類の方法」という言い方の方が正確です。

「リミッター」では、録音時の最大音量をデシベルで設定します。例えばリミッター
を-2デシベルで設定すると、-2デシベル以上の音声は再生されないことになります。
リミッターで設定した値より大きい音声はクリップされますので、場合によっては音
声にゆがみが生じることがあります。リミッターのしきい値をデジタル録音の最大シ
グナルである0デシベルに設定することで、事実上リミッターをオフにすることがで
きます。

「圧縮」はしきい値に設定した値を超える音量を削減します。音声信号がしきい値を
超えると、圧縮機能が徐々に音声をしきい値以下に下げるため、聴いている側にはこ
うした調節が行われていることが気づかれません。圧縮とリミッターの一番大きな違
いは、圧縮で設定したしきい値は一時的に超える場合がありますが、リミッターで設
定したしきい値は超えることが無いという点です。

「比率」は、圧縮のしきい値を超えた音声の削減率です。例えば、比率を4：1で設定
した場合、音量がしきい値を4デシベル超えると、1デシベルを超えた値まで削減され
るという事を意味します。比率を1：1とした場合は、しきい値を超えた音声の削減が
行われないという事になりますので、圧縮機能をオフにするのと同じことになります
。

「ノイズゲート」は「圧縮」と似たような機能ですが、「ノイズゲート」はしきい値
として設定した値以下の音声を削減します。騒がしい場所で録音を行った際などに生
じる雑音などを削減したい場合にお使いいただけます。
圧縮のしきい値として設定できる値の最大値は、リミッターのしきい値と同じです。
つまり、圧縮の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
の場合でもリミッターに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。同様に、ノイズゲートのしきい値として設定できる値の最大値は、圧縮のしきい
値と同じです。

「グラフィック」タブ
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ダイナミックレンジ圧縮の「グラフィック」タブには入力音量と出力音量の関係を表
すグラフが表示されます。横軸には入力音量が-60dBから0dBの間で表示され、縦軸
には出力音量が同様に表示されます。グラフには「シンプル」タブの設定よりも細か
い設定を行うことができるため、「シンプル」タブで行った設定の変更はグラフに反
映されますが、グラフに行った変更は「シンプル」タブの設定に反映されません。ダ
イナミックレンジ圧縮を適用した際は常にグラフの設定が使われます。

グラフに変更を加えるには、線上の黒い点をクリックしてドラッグします。また、線
をクリックすると新しく黒い点が表示され、この点をドラッグすることでも変更でき
ます。黒い点を右クリックすると点が消え、この点を使って行った変更が削除されま
す。

圧縮の詳細設定
「詳細」ボタンをクリックすると、コンプレッサの詳細設定画面が表示されます。こ
の画面では圧縮に関する以下の設定を行うことができます： 

   -入力レベル感知（ピークまたはRMS)：
   -圧縮が音声レベルを決定する方法をコントロールします。「ピーク」は音声の最も
高い部分を感知し、ほとんどの場合、平均または二重平均を感知する「RMS」よりも
高い値を読み取ります。RMSは人間が聴き取ることができる音声レベルにより関連し
た値を感知します。
   -コンプレッサ応答：
   -
   -アタック：
   -ゲイン調節を適用するのに費やす時間です（0～1000ミリ秒の間）。ゲイン調節は
ここで指定した時間をかけて徐々に適用されます。
   -リリース：
   -ゲイン調節が不要になった際に、ゲイン調節を削除するのに費やす時間です（0～5
000ミリ秒の間）。アタックとは反対の作業です。
   -ウィンドウの長さ：
   -現在の音声レベルを計算する際に使われるウィンドウの長さ（10～50ミリ秒）で
す。長さが短い程レベル変更に対する反応が速くなりますが、50ミリ秒以下ではベー
ス音に対する反応の一貫性が無くなります。これは50ミリ秒（20Hz）が人間の聴き
取れる最低レベルの音声であるためです。
   -先読み：
   -出力音声の増幅を調節する際にどの程度先（0～100ミリ秒）の入力レベルまで視
野に入れるかを設定します。この設定により音量の変更が実際に行われる前にコンプ
レッサが反応するようになる場合があります。この値がアタック時間と同じである場
合、更に大きな音量が検出された時点で最大値の増幅が行われる場合があります。
   -サイドチェーンイコライザ：
   -音声の入力レベルを検出中に、異なる周波数の重さをコンプレッサがどのように測
るかを決定します。例えば、大きな低音がある場合のみ圧縮する、ベース音量を上げ
る、またはミッドレンジや高音の音量を下げるなどです。
   -自動メイクアップゲイン：
   -このオプションを選択すると、選択したコンプレッサが圧縮作業中に失ったゲイン
の値を自動的に補填します。圧縮された出力音声の音量をオリジナルの音量と同じレ
ベルまで増幅する場合はこのオプションを選択します。 

ダイナミックレンジ圧縮のプリセット
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以下のプリセットからお選びいただけます。プリセットを使ってダイナミックレンジ
圧縮の設定を変更することができます。変更後は必要に応じて更に詳細な設定を行う
ことができます。プリセットは以下の通りです：    -デフォルト：
   -「デフォルト」ボタンをクリックすると、圧縮に適用した変更が全て削除されて元
の状態に戻ります。出力レベルは入力レベルと同じに設定され、詳細設定も全てデフ
ォルトの値に戻ります。
   -高速：
   -このプリセットを選択すると-20デシベル以上のスパイクが高速で削減されますが
、音声に歪みは生じません。このプリセットではピーク入力レベル感知と短いアタッ
クタイムを使い、スネアドラムの音のような瞬間的な音を削減しますが、場合によっ
てはこうした音の音色を変えることがあります。以下で説明する「スムーズ」プリセ
ットと比較してみてください。

   -スムーズ：
   -このプリセットを選択すると、音声信号が-20デシベル以上になった場合の音の削
減をより緩やかに行います。アタックタイムを長く設定することで瞬間的な音が変化
しにくくなり、変化した場合でも全て一様に音量が削減されるため、音の変化がわか
りにくくなります。
   -ヘビー：
   -平均音量が-30デシベルを超えるとかなりの圧縮が行われ、結果としてダイナミッ
クレンジ圧縮がかなり画一的になります。幅広いダイナミックレンジの音楽（クラシ
ック音楽など）の静かな部分を、レストランや社内などの比較的騒がしい場所でも聴
きやすくする場合などに便利な設定です。
   -ハードリミット：
   -このプリセットは音声が-12デシベルを超えないようにするため、場合によっては
音声のクリッピングなどが行われて歪みが生じる可能性があります。
   -ソフトリミット：
   -このプリセットは音声が一時的に-6デシベルを超えることは許可しますが、しきい
値として設定されている時間以上-6デシベルの音声が続かないようにします。
   -ノイズゲート：
   -小さな音声を削除します。レコードの無音部分を再生中の針のノイズや、スピーチ
などのボイス録音時の雑音などを削減する際などに便利な設定です。
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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節し、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 
特定の位置をLeft 
clickすると新規バンドポイントを作成することができます。バンドポイントをright 
clickするとバンドポイントが削除されます。イコライザのグラフを設定しやすくする
ために 
イコライザのグラフに最も良く使われる一連のフィルタを事前設定したプリセットが
用意されています。一覧からプリセットを選択してフィルタを調整することで希望通
りのエフェクトをかけることができます。 
フィルタの種類と調整方法については以下の説明をご覧ください。周波数の値を入力
する領域の最大値は20000ヘルツです。 

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はグラフィックイコライザに良く似ていますが、グラフィ
ックイコライザより多くをコントロールすることができます。ここでは各スライダの
下にある周波数またはQの値をクリックすることで、スライダの周波数と帯域幅を調
節することができます。周波数の値は20Hzから20,000Hzの間で設定します。Qのパ
ラメータは0.05から20の間で設定します。Qの値が高い程、この周波数での増幅や減
衰のピークがシャープになり周辺の周波数への影響が少なくなります。Qの値が低く
なるほど周波数全体によりスムーズに変更が適用されます。

   -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
   -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。
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   -バンドストップ/帯域除去フィルタ
   -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。
   -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
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   -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。

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50%）、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：スイープが行き来する頻度またはワウワウ音の頻度で、上記で述べた三
角波の周波数です。

58



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。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ラジオのような音声にするエフェクトです。受信状況の良いAMラジオの音声を正
確に模すよう設定されていますが、敢えて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（Tone 
Generatorテスト信号生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
通話中のような音声にするエフェクトです。高音質の通話音を模すよう設定されてい
ますが、敢えて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 - 逆再生
逆再生
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。
   -フェードタイプ
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   -フェードインまたはフェードアウトの時間の経過に伴う切り替えの形状です。線形
、対数、指数、または正弦波から選択できます。
● 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。
クロスフェードの流れは以下の通りです：
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を上下させる機能です。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お使いい
ただけます。

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。

ピッチと速度の詳細
これにより、グラフを使用して、ファイル内の任意の時点でピッチ、速度、またはピ
ッチと速度を変更する量を指定できます。
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エフェクト - ボーカル削減
ボーカル削減
音楽からボーカル音だけを小さくしたい場合にこの機能を使います。ボーカル音の削
減には3つの方法があります。
1. WavePad AI/機械学習を使ってボーカル音を削減（推奨-遅い） この方法は機械学

習モデルを使ってボーカル音声を自動的に検出します。この方法はステレオ音声以
外にも使うことができます。ボーカル音の削減レベルを必要に応じて選択します。
ライトを選択するとアーティファクトが少なくなりますがボーカル音の削減も少な
くなります。アグレッシブを選択するとボーカル音がより小さくなりますがアーテ
ィファクトも多くなります。

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小さくする  
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ください。また、m
p3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
ボーカル音声を音楽から分離するにはこのエフェクトを使います。分離方法には以下
の3つのレベルがあります。ライトを選択するとより多くの背景音を残した状態で背
景音の消去が行われ、アグレッシブを選択するとより多くの背景音が消されます。
注:オリジナルのミックストラックがなしでボーカルを完全に分離することは不可能な
ため、背景音を削除してもまだボーカル以外の音が多少残ってしまいますのでご了承
ください。MP3のような高圧縮されたファイルでもこのエフェクトは機能しませんの
でご了承ください（圧縮する際にステレオ深度が削除されるため）。
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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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音声のクリーンアップ - ノイズ削減
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
   -この作業はどれがノイズでどれがノイズ以外の音声であるかを自動的に判断します
。ボイス音声のノイズは比較的うまく検出される傾向にあります。このエフェクトを
使用する領域を選択してエフェクトを適用するだけで作業は完了です。
   -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」ボタンをクリックします。
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音声のクリーンアップ - 
クリック/ポップ音を削除
自動クリック/ポップ削除
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
   -音声をクリックして長押しする際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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音声のクリーンアップ - 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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音声のクリーンアップ - 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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音声のクリーンアップ - 自動ゲインコントロール
自動ゲインコントロール
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）
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音声のクリーンアップ - 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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全般 - 録音の検索と再生
録音の検索と再生
「検索と再生」メニュー項目から「録音の検索と再生」ダイアログ・ボックスを開く
か、「検索と再生」ツールバーボタンを押します。 
指定した録画フォルダ内のすべての録画が一覧表示されます。
録音の再生
録音を再生するには、録音を選択して F9 キーを押します。再生コントロールボック
スが開いたら、左右の矢印キーを使用して録音内を前後に移動できます。再生を一時
停止するには、スペースバーを押します。停止して先頭に移動するには、Esc 
キーを押します。先頭に移動するにはHomeキーを押します。終了に移動するには、
Endキー を押します。録音のリストに戻るには、Enter キーを押します。

音声を編集
選択した音声がWavePadで開きます。Wavepadはシンプルで使いやすいプロ仕様の
音声編集ソフトです。音声のカットやコピー、貼り付けなどの基本的な編集はもちろ
ん、エコーや音量増幅、ノイズ削減など様々なエフェクトも使えます。WavepadはW
AVやMP3、vox、gsm、real 
audio、au、aif、flac、oggほぼ全ての形式の音声ファイルフォーマットに対応してい
ます。 

WavePadはシンプルで使いやすく直感的に作業を行うことができるよう設計されてい
ます。ダウンロード後はすぐに音声の編集を始めることができます。また、プロの音
声スタジオでも使われている高度なツールも多数搭載しており、必要に応じてこうし
たツールを使ってプロ級の音声編集も可能です。Wavepadは無料で使えるベーシック
版と、全ての機能が使えるマスター版があり、お試し期間中は無料版も全ての機能を
お使いいただけます。

名前を付けて保存
選択した録音音声ががローカルまたはネットワークフォルダ内の別の場所に保存され
ます。
録音したファイルをハードドライブに保存するには、保存する音声を選択して「保存
」ボタンをクリックします。ファイル名を入力し、「OK」をクリックします。 
今すぐメール送信
選択したファイルはデフォルトの電子メールに添付され、指定したアドレスに送信さ
れます。

CD-ROMに書き込み
選択したファイルがExpressBurnにインポートされます。ExpressBurnは独自の最適
化システムで世界最速のCD / 
DVD書き込みを行うソフトウェアです。インデックスファイルも作成され、すぐにデ
ータCDへの書き込みを開始します。 

圧縮とバックアップ
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録音音声のファイルが大きすぎる場合や 
音声ファイルのバックアップを取っておく際にこの機能をお使いください。録音音声
を圧縮した後、 
ディスク書き込みまたはバックアップフォルダへの保存を行うことができます。 
圧縮は3種類の方法で行うことができます。どの方法で圧縮するかは 
音質を決定する音声設定により異なります。 圧縮後の 
サイズや音質が適当であることを確認してください。圧縮して 
バックアップを行ってもオリジナルの録音ファイルには影響がありません。 

音声ファイルを変換
Switch音声ファイル変換ソフトを使って録音音声のファイルフォーマットを変換しま
す。Switch 
はシンプルで使いやすい音声フォーマット変換ソフトです。選択した録音音声を 
Switchに読み込んだ後は、変換後のフォーマットを選択し、 
変換ボタンをクリックするだけで作業が完了です。SwitchはWAV（PCM、ADPCM+
、aLaw+、 
uLaw+など）、mp3、au、aif/aiff、gsm、vox、raw、ogg、flac、.rss、 
.amr+などを含む様々なフォーマットの変換に対応しています。 

テープ起こし
Express 
Scribeテープ起こしソフトを使うと録音音声の書き起こしが簡単にできます。 
Express Scribeは再生速度の変更や、 
フットペダルを使った操作、テープ起こしファイルの管理など便利な機能を多数搭載
した使いやすいテープ起こしソフトです。無料でお使いいただけますのでお気軽にお
試しください。 

録音音声を削除する
削除する録音音声を選択し「削除」ボタンをクリックします。 
Shiftキーを押しながら録音音声を選択することで複数の録音音声を一度に 
選択することもできます。 

フォルダタブ
デフォルトでは「録音の検索と再生」画面に表示される録音音声はローカルの録音フ
ォルダ内に保存されている音声のみです。
録音音声のデフォルトの保存用フォルダは 
別のフォルダに自由に変更することができます。 
ローカルエリアネットワーク上に保存した録音音声を別の場所から聴く場合は 
別の場所にもVoxalをインストールし、双方の 
録音の検索と再生画面で同じ録音フォルダを選択します。 
フィルタタブ
このタブで様々な条件を指定し、条件に合った録音音声のみを一覧に表示することが
できます。
絞り込みは、一覧上の各欄に含まれる文字列や 
録音音声の長さ、また録音日などから行うことができます。 
音声検索タブ
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キーワードを使って 
録音一覧からファイルを音声検索することができます。この機能を使うには、お使い
のコンピュータにインストールされている音声認識エンジン（例： 
ドラゴンスピーチやIBM Via 
Voiceなど）を選択する必要があります。Microsoft社からも 
音声認識エンジン（actcnc.exeという名前のファイル）を提供していますので 
インターネットなどを使ってお探しください。お使いいただく音声認識エンジンは 
文脈自由文法に対応している必要がありますのでご注意ください。また音声認識エン
ジンを使用する際は 話者の選択を行うこともできます。 

録音ファイル内の複数の箇所に検索ワードが見つかった場合は、ファイルをクリック
すると 検索ワードが見つかった時間の一覧が表示されます。音声検索機能では 
複数箇所に同一の検索ワードが見つかった場合、それぞれの場所にしおりを作成する
ことで 複数箇所を簡単に移動できるようにします。 

再生オプションタブ
音声ファイルの再生用に使う音声デバイスを設定するほか、 
スロー再生や高速再生など音声の再生速度の 設定を行うことができます。 
「新規録音を読み込み」をクリックすると 前回読み込みを行った後に行った 
変更（録音の追加や削除など）が一覧に反映されます。 
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各画面について - ストリームを選択
音声ストリームを選択 音声ストリーム： 
ファイルから音声ストリームを選択する
今後このメッセージを表示しない 
ポップアップダイアログを抑制して音声ストリームを選択
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各画面について - カスタム解像度
このダイアログボックスでは動画を保存する際の解像度を設定できます。カスタム解
像度を使う場合はツールバーの保存ボタンをクリックしてディスク：データ用ディス
クを作成、コンピュータ/データ、携帯機器、画像シーケンス、ステレオスコピック3
Dのいずれかを選択し、解像度のプルダウンメニューから「カスタム」を選択します
。

カスタム解像度のダイアログで幅と高さをピクセル単位で入力しOKボタンをクリッ
クします。
If 縦横比を保持にチェックを入れると画面の縦横比を変えずにサイズの変更ができま
す。 
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各画面について - カスタム解像度(360度動画)
このダイアログでは360度動画の保存時に解像度を設定できます。カスタム解像度を
設定するにはツールバーの「保存」ボタンをクリックして「360度動画ファイル」の
オプションを選択します。解像度のプルダウンメニューから「カスタム」を選択しま
す。
カスタム解像度のダイアログで幅と高さをピクセル単位で入力しOKボタンをクリッ
クします。
幅は360度動画の高さの2倍である必要があります。
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各画面について - カスタムフレームレート
このダイアログで動画のフレームレート（1秒当たりのフレーム数）を設定します。
カスタムフレームレートを選択するとユーザー自身でレートの詳細を設定できます。
カスタムフレームレートを使うにはツールバーで保存ボタンをクリックしてディスク
：データ用ディスクを作成、コンピュータ/データ、携帯機器、画像シーケンス、ステ
レオスコピック3Dのいずれかを選択し、解像度のプルダウンメニューから「カスタム
」を選択します。

カスタム解像度のダイアログでフレームレートを入力しOKボタンをクリックします
。
デフォルトのフレームレートは可変フレームレート（VFR）ですが固定フレームレー
ト（CFR）にチェックを入れる事で固定フレームレート（CFR）を選択することもで
きます。
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各画面について - 検出された形式
このダイアログには保存時に検出された動画シーケンスのフォーマットが表示されま
す。動画のフォーマットを検出するには、「ホームタブのツールバーにある「動画を
エクスポート」ボタンをクリックし、動画ファイル、3D動画ファイル、ポータブル動
画、ロスレス動画、動画用ブルーレイ、データ用ブルーレイ、動画用DVD、データ用
DVD、画像シーケンス、YouTube、Flickr、Dropbox、Google 
Drive、OneDrive、Vimeo。

プリセット領域の横にある検出ボタンをクリックします。検出を行うとお使いのコン
ピュータの画面サイズに基づいて動画の出力解像度のフォーマットが調整されます。
別の形式を使用する場合はプリセットのプルダウンメニューから選択します。
OKボタンをクリックすると選択した形式が出力形式として選択されます。
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各画面について - 
ミラー元となるベースフォルダを選択
この機能を使うと、 
「ベース」フォルダのフォルダ構成（フォルダとサブフォルダ）を別の場所にコピー
することができます。 
複数の階層がある音楽ライブラリなどを全て別の場所に移動する際などに便利な機能
です。 

ミラー元となるベースフォルダを選択 
Switchに追加したファイルが格納されているフォルダの内容を、変換後のファイルと
同期する場合はここにチェックを入れます。
メイン画面で「変換」ボタンをクリックすると、ベースフォルダを指定するための画
面が表示されます。このフォルダには（いずれかの時点で） 
Switchに変換用に追加したファイルが全て含まれている必要があります。例えば、「
C:\MyMusic\artists\albums\」内の全てのファイルを追加した場合、 
ベースフォルダは「MyMusic」、「Artists」、「Albums」のいずれかとなります。 

新しいベースフォルダとそのサブフォルダが出力先として指定した場所に全てコピー
されます。 出力フォルダとして「C:\Documents\Converted 
Music\」を指定し、ベースフォルダを「C:\MyMusic」とした場合、変換後のファイ
ルは コピーする音楽を含むフォルダごと「C:\Documents\Converted 
Music\MyMusic..」にコピーされます。 
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各画面について - 音声認識設定
Switchは音声認識エンジンを使って、音声ファイル内に録音されている言葉を文字に
置き換えます。 使用するエンジンと話者を一覧から選択します。 
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