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テクニカル　サポート
Voxal 
ボイスチェンジャー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.nchsoftware.com/voicechanger/jp/support.html にて、最新のVoxal 
ボイスチェンジャー
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
Voxal 
ボイスチェンジャーの改善策または、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。
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www.nch.com.au


Voxal ボイスチェンジャー

目次
はじめに................................................................................................................................................. 2
Voxalを使う前に................................................................................................................................. 3
ボイスの作成と編集............................................................................................................................ 4
新規ボイスを作成................................................................................................................................ 5
ボイスをインポート/エクスポート................................................................................................ 6
ミュートとスキップ............................................................................................................................ 7
ファイルにボイスを適用する........................................................................................................... 8
トラブルシューティング................................................................................................................... 9
エフェクト............................................................................................................................................ 10
ショートカットキー............................................................................................................................ 13
文章の読み上げ.................................................................................................................................... 14
ボイスエフェクトをプレビュー....................................................................................................... 15
ボイスエフェクトを録音................................................................................................................... 16
ノイズ削減............................................................................................................................................ 17
NCH総合パッケージ.......................................................................................................................... 18
Windows XPおよびVistaでのGoogle認証プロセス.................................................................. 19
ソフトウェアの利用規約................................................................................................................... 20

全般
録音ファイルの検索と再生............................................................................................................... 22

各画面について
音声をバックアップ............................................................................................................................ 25

カスタム解像度.................................................................................................................................... 26
カスタム解像度(360度動画)............................................................................................................ 27
カスタムフレームレート................................................................................................................... 28
検出された形式.................................................................................................................................... 29
DVDビットレート設定...................................................................................................................... 30
合成音声オプション............................................................................................................................ 31
読み上げボイス.................................................................................................................................... 32
環境音................................................................................................................................................. 33
オプション ~ 音声をプレビュー...................................................................................................... 34
オプション ~ ボイス用ホットキー.................................................................................................. 35

1



はじめに
Voxalはマイクを使って作業するソフトやゲームなら何でも使える、高性能ボイスチ
ェンジャーです。 
Voxalに搭載されている様々なボイスを使って簡単にボイスチェンジができるのはも
ちろん、 
ピッチを変えたり、エコー、フランジャーなどのエフェクトを加えたりすることで自
分だけのオリジナルボイスも簡単に作ることができます。エフェクトはどのような順
序や コンビネーションでも追加できるので、自由自在に独自のボイスが作れます。 
Voxalはマイクに向かって話した声がお使いのアプリケーション（スカイプなど）に
到達する前に自動的にキャッチしてその場で音声処理を行います。 
その為、お使いのアプリケーション自体を設定する必要は無く、Voxalをインストー
ル後はすぐにボイスチェンジを始めることができます。 
主な機能 
● シンプルで使いやすいインターフェース
● あらゆるゲームやアプリケーションで使えます
● CPU負荷が小さく他のアプリケーションの実行を邪魔しません
● 豊富なボイスを搭載
● ボイスチェンジ後の声を事前に確認できます
● ボイスチェンジした声を録音できます
動作環境
Windows XP以降
NCHソフトウェアではVoxalの他にも便利なソフトを多数ご用意いたしております。
詳しくは弊社のホームページ（ http://www.nchsoftware.com/jp）をご覧ください
。 
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Voxalを使う前に
Voxalを使う前に
Voxalを使うと様々な音声エフェクトを組合わせて「ボイス」と呼ばれるボイスチェ
ンジ用エフェクトを作ることができます。Voxalを初めてインストールした段階で、
いくつかのボイスがメイン画面左側に一覧表示されます。ボイス名をクリックすると
ボイスが選択されます。 
選択したボイスを使った声をプレビューする場合はプレビューボタン（メイン画面上
部のツールバーにあります）をクリックします。マイクに向かって話すと、選択した
ボイスが適用された声が聞こえます。メイン画面の音量メーターを使ってマイクの音
量レベルを確認することができます。声が聞こえない場合、または音量メーターが動
かない場合は設定の変更を行ってみてください。 オプションボタンをクリックしてオ
プション画面を開き、お使いになるマイクやスピーカーを選択します。メモ：マイク
やスピーカーはボイスのプレビュー時にのみ使われます。 
スカイプ通話をする
スカイプなどのインターネット電話や、その他の音声入力が可能なプログラム（ゲー
ム等）でマイクを使って話をする際にボイスチェンジを行うことができます。例えば
スカイプ通話の際にボイスチェンジを行う手順は以下の通りです： 
1. スカイプが閉じていることを確認します。Voxalはボイスチェンジを適用するプロ

グラム（この例ではスカイプ）を起動する前に起動する必要があります。 
2. Voxalを起動しボイスチェンジ用のボイスを選択します。
3. スカイプを起動し通話を開始します。
4. 全てが正しく機能している場合は、Voxalの画面下部に「ボイスエフェクトがスト

リーミング音声に適用されました」のメッセージが表示され、画面上部の音量メー
ターが動きます。

5. 正しく機能してないと思われる場合はこのマニュアル内の「トラブルシューティン
グ」の項目をご覧ください。
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ボイスの作成と編集
既存のボイスを編集する
Voxalのメイン画面左側にボイスの一覧があります。ボイスを編集する場合はツール
バーの編集ボタンをクリックします。ボイス編集画面が開き、選択したボイスに適用
されているエフェクトと設定項目が表示されます。編集画面には以下の3つの項目が
あります： 

Voxalエフェクト（左側の欄）
ボイスの作成に使うことができるエフェクトの一覧です。

挿入したエフェクト（中央の欄）
現在選択されているボイスに使われているエフェクトの一覧です。

エフェクトの設定項目（右側の欄）
「挿入したエフェクト」の欄で選択したエフェクトの設定項目一覧です。

ボイスを編集する場合は、ボイスに使われているエフェクトを選択し、設定項目の欄 
で必要な項目の調整を行います。Voxalをプレビューモードにしておくと 
編集中のボイスをその場でプレビューすることができます。選択されているボイスの
編集は、メイン画面のファイルメニューからボイスをクリックすることでも行うこと
ができます。 
ボイスに既に使われているエフェクトのパラメータを変更するだけでなく、新しいエ
フェクトを追加したり、ドラッグアンドドロップでエフェクトの並び順を変えたり、
チェックボックスからチェックを外して一時的にエフェクトをオフにしたりすること
もできます。
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新規ボイスを作成
新規ボイスを作成
既存のボイスの他に、オリジナルのボイスを作ることもできます。新規ボイスの作り
方は既存のボイスの編集方法と基本的には同じです。
まず新規ボタンをクリックします。次にボイス名を入力し、必要なエフェクトを挿入
してパラメータを調整します。希望通りのボイスが完成したら「保存」ボタンをクリ
ックすると、Voxalのメイン画面左側の一覧に新規ボイスが追加されます。 
メモ： 増幅エフェクトを使うことで音量の調整が簡単にできるようになります。また
、Voxalのメイン画面で音声の出力レベルを頻繁に変える必要も無くなります。Voxal
に搭載されている全てのエフェクト（例： 増幅）が一覧に表示されます。 
メモ： 
コンピュータの処理能力には限界があるため、追加できるエフェクトの数にも限界が
あります。Voxalの動きが悪くなりボイスチェンジが途切れる場合は、ボイスに使わ
れているエフェクトを減らしてみてください。 
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ボイスをインポート/エクスポート
この機能を使うと、ボイスを.voxalファイルとして保存したり、ソーシャルメディア
などで自作のボイスをお友達と簡単にシェアすることができます。 
ボイスをエクスポート
選択したボイスを.voxal形式のファイルとして保存します。

ボイスをインポート
.voxal形式のファイルをインポートすることで新しいボイスをVoxalに追加します。
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ミュートとスキップ
マイクをミュートにする
Voxalを使用中にマイクの音声をミュートにすることができます。方法は簡単で、ミ
ュートボタンをクリックするだけです。このボタンがクリックされるとVoxalはボイ
スチェンジを行っているプログラムに対するマイク音声の再生をストップします。例
えばボイスチェンジをしながらスカイプで通話中にこのボタンをクリックすると、相
手には自分の声が聞こえなくなります。 

ボイスの適用を一旦停止して地声で話す
ボイスチェンジを一旦ストップして地声で話す必要が生じた際に便利な機能です。こ
の機能を使うには地声ボタンをクリックするだけです。このボタンをクリックすると
、マイクの音は引き続きボイスチェンジを行っていたプログラム（例えばスカイプな
ど）を通して聞こえますが、ボイスチェンジは行われません。 
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ファイルにボイスを適用する
ファイルを処理する
マイクを使ってライブでボイスチェンジを行うだけでなく、録音済みの音声ファイル
にボイスを適用することもできます。 
1. 適用するボイスを選択します。
2. 処理ボタンをクリックします。 
3. ボイスチェンジを行う音声ファイルを選択します。
4. ボイスチェンジを行ったファイルの保存場所を選択します（ファイルは常にMP3

形式で出力されます）。
ボイスチェンジを行ったファイルを保存する前にプレビューする場合は ファイルをプ
レビュー 
ボタンをツールバーでクリックし、プレビューを行うファイルを選択します。 
ファイルの音声をプレビュー中にボイスを変更するには "ボイスを変更" 
ボタンをクリックして一覧からボイスを選択します。納得のいく音声処理が完了した
後は "名前を付けて保存" 
ボタンをクリックしてボイスチェンジが行われたファイルを保存します。 
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トラブルシューティング
ドライバの接続に失敗しました
メイン画面下部の履歴欄に「ドライバの接続に失敗しました。Voxalをインストール
後コンピュータを再起動しましたか？」というメッセージが表示された場合は、マイ
ク音声データのキャプチャに必要なドライバにVoxalが接続できない状態にあります
。コンピュータを再起動してみてください。再起動後も問題が解決しない場合はVoxa
lを再インストールしてみてください。

ストリーミング音声を検出できません
「Voxalはストリミーング音声を検出できません。」というメッセージが表示された
場合は、Voxalをプレビューモードで使用中に音声が検出されないという事を意味し
ており、正しい音声デバイスが選択されていることを確認する必要があります。Voxa
lのオプション画面を開き、正しい音声デバイスが選択されていることを確認してくだ
さい。
稀にお使いのマイクがVoxalに対応していないことがありますので予めご了承くださ
い。正しい音声デバイスを選択しても問題が解決しない場合は、別のマイクをお試し
になってみてください。
出力レベルが高すぎます
マイクの出力レベルが高すぎるという警告が画面下部に表示される場合があります。
マイクの出力レベルが高すぎる場合、音声に歪みが生じる可能性があります。マイク
の出力レベルのピークは、音量メータの「適切なマイクのレベル」として指定されて
いる領域内を出ないようにして下さい。音量メータの右にある音量コントロールを使
って出力レベルを調整することができます。また、「増幅」エフェクトをボイスに加
えて音量をコントロールすることもできます。「増幅」という用語名からはわかり辛
いですが、このエフェクトは音量の上げ下げ両方を行うことができます。

音が飛んだり途切れたりする
選択したボイスにエフェクトが追加され過ぎている場合などに、Voxalの動きが鈍く
なり音声が途切れたり飛んだりすることがあります。これはエフェクトが大量に使わ
れ過ぎていることから、お使いのコンピュータが全てのエフェクトを素早く処理でき
なくなっていることを意味します。こうした問題を回避するには現在選択されている
ボイスからエフェクトをいくつか削除する必要があります。エフェクト削除後も問題
が解決しない場合は、弊社のテクニカルサポートまでご連絡ください。
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エフェクト
3バンドイコライザ
100Hz、900Hz、2500Hzの3つの帯域の音量レベルを変更できる特殊なイコライザ
です。 

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。

ピッチ変更
音声の再生速度を変えずにピッチのみを変えます。 

声のピッチ変更
ピッチ変更と同様の機能ですが、こちらは声のフォルマントをキープすることで、よ
りリアルなピッチ変更を可能にします。 

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。 
広い室内で話している際などにこうした現象が起こります。 
リバーブが多いことをウェットと言い、リバーブが少ないことをドライと呼びます。 

ローパス
ローパスフィルタ（ハイカットフィルタとも呼ばれます）は音声の周波数を特定の値
以下に保ちます。 

ハイパス
ハイパスフィルタ（ローカットフィルタと呼ばれる場合もあります）は指定した値以
下の周波数を削除します。 
曇りの無いクリアな音声が必要な場合などにお使いいただけます。 
ボイス録音には300Hz以上のハイパスフィルタを使うと、聴き取りやすくなります。 

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。 
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
。 例えばギターの演奏良く使われます。 
歪みは0.0（オフ）から1.0（クリッピング）の間の数値で測定されます。 
エフェクトが適用される際のレベルをデシベルで指定します（デフォルトは-8デシベ
ル）。 

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。
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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。lt;br>
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。
「アタックタイム」はゲイン調整を適用するのに費やす時間です（0～1000ミリ秒の
間）。ゲイン調整はここで指定した時間をかけて徐々に適用されます。
「ゲインタイム」はゲイン調整が不要になった際に、ゲイン調整を削除するのに費や
す時間です（0～5000ミリ秒の間）。アタックの反対の作業を行います。
「しきい値」は音量が特定のデシベル値を超えたことを検出するために使われます。
<br/> 
しきい値を超えた音声が検出されると、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。
「比率」は一度に上げることができる音量を制限するために設定します。<br/>例え
ば、音量を通常の1/4を上限として上げる場合は4:1の比率を選択します。lt;br>これ
はつまり、音量が8デシベル上がった場合、実際には2デシベルのみ上げるということ
を意味します。
「リミッター」は録音時の最大音量をデシベルで設定します。lt;br>例えばリミッタ
ーを0デシベルで設定すると、音量が0デシベル以上の音声は再生されないことになり
ます。lt;br>リミッターの設定はしきい値の設定とよく似ていますが、この2つの大き
な違いは、しきい値は一時的に超えることができる一方で、リミッターは決して超え
られないという点です。
リミッターの最小音量として設定できる値は、しきい値の最大値と同じです。<br/> 
これはつまり、しきい値として設定した値を超えると音量の減少が始まりますが、ど
んな場合でもリミッターの値を音量が超えることは無いということです。
フランジャー
「フランジャー」は元の音声と、元の音声に僅かな遅延を加えた音声をミックスさせ
るエフェクトで、遅延の速度は時間と共に変化します。 
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5Hz=1
秒間に5回）、変調の深度（デフォルトは70%）、ウエット/ドライゲイン（75%はウ
エット、0%はドライ）を指定します。

増幅
選択した領域の音量レベル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、20
0は6デシベル音量を上げることを意味します）。 

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（セミトーン）が高いほどピッチの変動が大き
くなります。

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。
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ショートカットキー
● Alt全てのメニューを表示
● Ctrl+N  新規ボイス 
● Ctrl+S 現在作業中のボイスを保存 
● Delete 選択したボイスを削除 
● Ctrl+Shift+H ボイスにホットキーを設定 
● Ctrl+Shift+P このボイスをプレビュー 
● Ctrl+Shift+M マイクをミュートにする 
● Ctrl+Shift+R バックグラウンドノイズを削減 
● Ctrl+Shift+B  環境音のオンとオフを切り替え 
● Ctrl+O オプション 
● F1  マニュアル目次 
● Ctrl+Shift+N サウンドエフェクトライブラリに新しいカテゴリフォルダを加える 
● Alt+F4  終了 
● F3ボイスチェンジのオンとオフを切り替え 
ダイアログを音声合成 
● Ctrl+E  現在選択されているアプリケーション内の文字を全て読み込む 
● Ctrl+S 現在選択されているアプリケーション内の特定の文字を読み込む 
● Ctrl+Alt+E 現在選択されているアプリケーション内の文字を全て保存 
● Ctrl+Alt+S 現在選択されているアプリケーション内の特定の文字を保存 
● Ctrl+Shift+E 現在選択されているアプリケーション内の文字を全て読み上げる 
● Ctrl+Shift+S  現在選択されているアプリケーション内の特定の文字を読み上げる 
録音を検索し再生
● 再生 F9 
● WavePadで音声を編集Ctrl+E  
● 名前を付けて保存 Ctrl+S 
● 電子メールアドレスに送信 Ctrl+N  
● ExpressBurnで音声をCDに書き込む Ctrl+B  
● ExpressBurnで音声を圧縮してバックアップ Ctrl+G 
● Switchで音声ファイルフォーマットを変換 Ctrl+M  
● Express Scribeでテープ起こし Ctrl+T 
● 削除 Ctrl+Delete  
● 全て選択 Ctrl+A  
● 名前を変更 F2  
● 今すぐ更新（新規録音を再検索します） F5  
● 録音の検索と再生画面を閉じる Esc 
録音プレーヤー
● 再生/一時停止スペースバー 
● 先頭/前のトラック へ移動 Home 
● 早戻し左矢印 
● 早送り右矢印 
● 末尾/次のトラック へ移動 End 
● スロー再生 CTRL+L 
● 高速再生 CTRL+F 
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文章の読み上げ
音声合成ツールを使うと合成音声を使って文章を読み上げることができます。読み上
げ機能はホットキーを使ってコントロールすることができます。Voxalの読み上げ機
能は、文書ファイルの読み上げはもちろん、画面に表示されている文字の読み上げも
行うことができます。*Mac版はこの機能に対応していない場合がありますのでご了承
ください。
● あらゆる文章を読み上げ、音声ファイル（MP3またはWAV）として保存すること

ができます。
● ホットキーを使ってコントロールが可能なほか、読み上げ速度の設定も行うことが

できます。
● あらゆるプログラムからコピーした文字を合成音声を使って読み上げることができ

ます。バックグラウンドで実行されます。
● Voxal画面から移動せずに他のプログラムの文字を読み上げることができます。
主な機能 
● コンピュータが自分の代わりに文章を読み上げている間に他の作業ができて効率ア

ップ。
● 文章をMP3やWAVなどの音声ファイルとして保存できます。
● 自分で書いた文章を読み上げることでより正確で簡単な校正ができます。
● 文章を読むのが苦手/遅い方をアシストします。
● 音声化した文章を運動中や運転中などに聴くことで時間を有効に使えます。
● 電子書籍を読み上げることで、いつでもどこでも読書ができます。
● 視力が弱い方や疲れ目の方でも長い文章を素早く読めます。
● プレゼンやスピーチなどの原稿を耳で聴いて確認。
● ホットキーを使ってよりスピーディーな作業ができます。
● 文章を耳で聴くことで暗記力を大幅アップ。
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ボイスエフェクトをプレビュー
ボイスエフェクトのプレビュー画面を使って、ボイスチェンジ後の声をプレビューす
ることができます。 
このダイアログを開くには、オプション画面の「音声をプレビュー」タブで「逐次（
まず言葉を発し、その後でエフェクトが適用された結果を聴く）」が選択されている
必要があります。 
サンプル
このボタンをクリックするとボイスチェンジ後の声を試し聴き用に録音することがで
きます。 
この機能は「ボイスエフェクトをプレビュー画面」が開いた際にオンになっているよ
うデフォルト設定されています。 

再生
録音を停止し、録音された声を再生します。 

停止
録音とボイスチェンジが停止します。 

編集
現在選択されているボイスを編集します。 
詳しくは音声をプレビュー 
のページをご覧ください。話ながらその場でボイスチェンジ後の声を聴く方法につき
お読みいただけます。 
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ボイスエフェクトを録音
ボイスエフェクトを録音画面を使って、ボイスチェンジ後の声を録音することができ
ます。 
録音
このボタンをクリックするとボイスチェンジ後の声を録音することができます。 

再生
録音を停止し、録音された声を再生します。 

停止
録音とボイスチェンジが停止します。 

開く
このボタンをクリックすると録音した音声が保存されているフォルダが開きます。録
音ファイル名は録音日時です。 
録音音声を聴く場合は「再生」ボタンをクリックします。 
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ノイズ削減
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(デシベル：dB）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(デシベル：dB）を下回った際に行う減衰の値。 

プリセット
プリセットのオプションを使うとよく使う設定を新しいプリセットとして保存するこ
とができます。プリセットの一覧から プリセットを保存するかデフォルトに戻すこと
で初期の設定に戻すことができます。保存した プリセットはプリセットを削除ボタン
を使って削除することができます。 
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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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Windows 
XPおよびVistaでのGoogle認証プロセス
Windows XPやWindows VistaでVoxal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 

ダイアログからドラム譜を追加することもできます。 
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Voxal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Voxalの ログイン完了

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。 

19



ソフトウェアの利用規約
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。

20



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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全般 - 録音ファイルの検索と再生
録音ファイルの検索と再生
「録音音声」ボタンをクリックすると、「録音の検索と再生」画面が開き録音した音
声の検索と再生を行うことができます。 
一覧には指定した録音フォルダ内に保存されている全ての録音音声が表示されます。
録音音声を再生する
録音音声を再生するには、再生する音声を選択しキーボードの F9ボタンを押します
。再生コントロール画面が開くので 再生や停止、早送りや早戻しなどの作業を 
各ボタンを使って行います。再生を一時停止する場合はキーボードのスペースバーを
押します。再生を停止し 
一覧に戻る場合はキーボードのEscキーまたはEnterキーを押します。録音音声の先頭
に移動するにはキーボードのHomeキーを押します。録音音声の末尾に移動するには 
キーボードのEndキーを押します。 
名前を付けて保存
選択した録音音声を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します
。
録音音声の保存を行うには、保存する音声を選択し 
「名前を付けて保存」ボタンをクリックします。必要に応じてファイル名を変更し保
存ボタンをクリックします。 
録音音声を削除する
設定済みの予約録音を削除するには一覧から予約を選択しキーボードのDeleteキーを
押します。Shift キーを 
押しながら録音を選択すると、一つ以上の録音を選択することが できます。 
録音ファイルをメール送信
このオプションを使うと録音したファイルを電子メールで送信することができます。 
録音をアップロード
このオプションを使うと録音したファイルをGoogle DriveやOne 
Drive、Dropboxなどのクラウドサービスにアップロードすることができます。 
音声を編集する
録音音声がWavePad音声編集ソフトを使って開かれます。WavePadは音声編集に必
要な機能を全て搭載した 
プロ仕様なのに使いやすい音声編集ソフトです。録音音声の 切り貼りや、 
エコーや音量増幅などのエフェクト追加、ノイズ削減などの作業を行うことができま
す。WavePadはWAVや MP3ファイルの編集はもちろん、 VOX、GSM、Real 
Audio、AU、AIF、FLAC、OGGなどその他多くのフォーマットの音声ファイルに対
応しています。 
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WavePadは初心者の方でも簡単にお使いいただける 
音声編集ソフトです。インストール後は誰でもあっという間に音声の読み込みや録音
を行い 
編集することができます。またパワフルなプロ仕様の機能も多数搭載しているので 
高度な編集作業を行うことも可能です。 
初心者からプロまでご満足いただけるWavePadには無料版、標準版、 
およびマスター版の3種類があり、どのバージョンもお試し版で全ての機能をお試し
いただけます。 
音声ファイルフォーマットを変換
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を使うとテープ起こしを簡単に正確に行うことができます。この 
テープ起こしソフトは音声の再生速度の調節や 
フットペダルを使った作業やテープ起こし用ファイルの管理など便利な機能も多数搭
載しています。 
CD-ROMにファイルを書き込む
選択した録音音声がExpressBurn書き込みソフトにインポートされます。ExpressBu
rnは 
独自の最適化システムを使ってCDやDVD,ブルーレイなどのディスクの書き込みを行
う、世界最速のディスク書き込みソフトです。 
書き込み時にはインデックスファイルが作成され、 
即座にデータCDへの書き込みを開始します。 
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。選択したファイルをスロー再生する場合はCTRLキーとL
キーを押し、 
選択したファイルを高速再生する場合はCTRLキーとFキーを押します。 
「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 - 音声をバックアップ
「音声をバックアップ」ダイアログでは、録音をCDに書き込んだり特定のドライブ
やフォルダに保存する形で、録音音声のバックアップを行うことができます。 
メモ：録音音声に関連するその他のデータはバックアップされませんのでご注意くだ
さい。 
選択したファイルを圧縮して以下の場所にコピー 
音声のバックアップ先を指定： 

● CD（ExpressBurnを使用） 
圧縮された音声はExpress 
Burnを使ってデータファイルとしてCDに書き込まれます。 
お使いのコンピュータにExpress 
Burn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を行いインスト
ールされます。 

● 共有ネットワークまたはローカルフォルダ 
圧縮された音声ファイルは指定したドライブまたはフォルダにコピーされます
。 

音声圧縮 
音声圧縮用のファイルフォーマットおよびコーデックを選択します。 
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各画面について - カスタム解像度
このダイアログでは動画を保存する際の解像度を設定します。特定の解像度を指定す
る場合は、まずツールバーの保存ボタンをクリックして保存方法を指定します。次に
ディスク、コンピュータ/データ、モバイル機器、画像シーケンスまたはステレオスコ
ピック3Dのいずれかから選択し、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が開くので、幅と高さをピクセルで入力しOKボタンを
クリックします。
縦横比を保つのチェックボックスがある場合は、ここにチェックを入れることで縦横
の比率を変えずに縦横のサイズを変更することができるようになります。 
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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が開くので、幅と高さをピクセルで入力し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
このダイアログでは動画のフレームレート（1秒間のフレーム数）を設定します。特
定のフレームレートを指定する場合（カスタムフレームレート）は、ツールバーの保
存ボタンをクリックして保存方法を指定し、ディスク、コンピュータ/データ、モバイ
ル機器、またはステレオスコピック3Dのいずれかから選択した後、フレームレートの
プルダウンメニューから「カスタム」を選択します。
カスタムフレームレートのダイアログが開くので、希望のフレームレートを入力しO
K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）を選択することもできます。選択する場合は固定フレームレートにチェ
ックを入れます。
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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、携帯動画、ロス
レス動画、動画DVDディスク、DVDデータディスク、画像シーケンス、YouTube、F
lickr、Dropbox、Googleドライブ、OneDrive、Vimeoのいずれかから出力方法を選
択します。
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。検出ボタンをクリック
することで、お使いのモニタのサイズに最適な動画出力の解像度に調整されます。
検出されたフォーマットとは別のフォーマットを使う場合は、プリセットのプルダウ
ンメニューから希望のフォーマットを選択します。
OKボタンをクリックすると選択したフォーマットが出力フォーマットとして設定さ
れます。
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各画面について - DVDビットレート設定
このダイアログではDVD動画のビットレートを指定します。このダイアログを開くに
は、ツールバーの保存ボタンをクリックし、保存方法を指定した後「DVDムービーを
作成」をクリックします。詳細ボタンをクリックしてDVDビットレート設定ダイアロ
グを表示します。
デフォルトではビットレートが自動的に計算されるよう設定されています。ビットレ
ートを手動で設定するには、手動オプションを選択し動画と音声のビットレートを入
力します。
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各画面について - 合成音声オプション
読み上げ設定を保存 
フォーマット設定のプロンプトを毎回表示 
文書ファイルを音声ファイルに保存する際に毎回フォーマットの確認を行う場合はこ
のオプションにチェックを入れます。
デフォルトのフォーマット設定を使う 
文書ファイルを音声ファイルに保存する際は常にデフォルトのフォーマットを使う場
合はこのオプションにチェックを入れます。
デフォルトのフォーマットを変更する場合は「フォーマットを選択：」のプルダウン
メニューからMP3またはWAVフォーマットを選択します。 
保存した音声ファイルはWavePad音声編集ソフトを使って再生や編集を行うことがで
きます。 
弊社のSwitch音声ファイル変換ソフト 
は保存した録音音声ファイルのフォーマット変換にお勧めのソフトです。 
読み上げボイスを変更 
このボタンをクリックすると読み上げボイス画面が開き、読み上げボイスの変更など
の設定を行うことができます。 
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各画面について - 読み上げボイス
このダイアログではソフトウェア全体の読み上げ設定を変更することができます。読
み上げの速度やピッチ、音量などを変更することができます。 
読み上げボイス選択
使用する読み上げエンジンと声のキャラクターを選択します。
全体の読み上げボイスを変更する
文例：
読み上げテストの際に読み上げられる文章です。
速度：
読み上げの速度です。
ピッチ：
読み上げる声の高さです。読み上げエンジンによっては声の高低に制限があるものも
あります（特にSAPI 
4ボイス）。この制限を超える値を設定した場合は、ピッチはデフォルトの値に戻り
ます。
音量：
読み上げる声の基本音量です。

32



各画面について - 環境音
Voxalはボイスチェンジを行うだけでなく、バックグラウンドに環境音を流すことで
、どこか別の場所で話をしているようにすることができます。例えば駅や空港、オフ
ィスなどのざわめきやアナウンスが入った環境音を流したり、川のせせらぎや鳥の鳴
き声など自然の音を流したりすることで、会話の相手にはまるでそうした場所で話を
しているように聞こえます。 
環境音ファイル：
環境音用の音声ファイルを選択します。.wavまたは.mp3フォーマットのファイルをお
使いいただけます。 
環境音の再生音量は調整することができます。
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各画面について - オプション ~ 音声をプレビュー
プレビュー用録音デバイス：ボイスチェンジした声をプレビューする為の録音デバイ
ス（マイクなど）を選択します。ここで選択したデバイスが「プレビュー」モード中
に使われるデバイス（マイク）です。 
プレビュー用再生デバイス： ボイスチェンジした音声をプレビューするための再生デ
バイス（ヘッドホンなど）を選択します。「プレビュー」モード中はこのデバイスを
使って声を聴きます。 
プレビューモード： ボイスチェンジを行った声をプレビューする方法には2種類あり
ます。 「逐次」 
がデフォルトで選択されている方法で、まずマイクに向かって言葉を発し、話し終わ
った後でボイスチェンジ後の音声を再生して聴くという方法です。 「同時」 
を選択した場合はマイクに向かって話すとその場でボイスチェンジが行われます。お
使いのハードウェアによっては「同時」オプションを使ったプレビューがスムーズに
行われないことがあります。この場合は「逐次」 オプションをお選びください。 
Voxalをセーフモードで実行：このオプションにチェックを入れるとVoxalがセーフモ
ードで実行されます。セーフモードではVoxalは音声プログラム（Skypeやゲーム、
録音ソフトなど）より先に実行する必要があります。このオプションにチェックが入
っていない場合Voxalは標準モードで実行されます。標準モードではVoxalはバックグ
ラウンドで実行され、終了しない限りいつでもボイスチェンジを行うことができます
。また標準モードでは音声プログラムより前にVoxalを実行する必要もありません。 
Voxal仮想デバイスをアンインストール...
Voxal仮想デバイスを削除またはアンインストールする場合は、このオプションを使
用します。アンインストールを完了するには、コンピュータを再起動する必要があり
ます。
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各画面について - オプション ~ 
ボイス用ホットキー
各ボイスにホットキーを設定することで、ボイスを素早く切り替えることができます
。ゲーム中やオンライン通話中などに瞬時に声を切り替えたい場合に便利な機能です
。最大4つのボイスにホットキーを設定することができます。 
ホットキーを設定 
選択したボイスにホットキーを設定します。 
ボイスを選択 
選択したホットキーに設定するボイスを選択します。 
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