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テクニカル　サポート
WavePad 
音声編集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/wavepad/jp/support.html  にて、最新のWavePad 
音声編集ソフト
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
WavePad 
音声編集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/wavepad/jp/support.html
www.nch.com.au
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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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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WaveP
ad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 ダイアログをご覧ください。） 
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WavePad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WavePadのログイン完

了ダイアログ（WavePad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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基本的な作業 - はじめに
WavePadはWindows、Mac OS 
X、iOSおよびAndroid用の音声編集ソフトです。お気に入りの音楽編集はもちろん、
ナレーションなどのボイス編集や自作音楽の録音/編集まで自由自在！音声の一部の切
り取りやコピー、貼り付けなどの基本的な作業のほか、エコーや増幅などのエフェク
トを挿入したり、ノイズ除去などの作業を行ったりすることができます。

WavePadは初心者の方でも簡単にお使いいただけるようデザインされているので、イ
ンストール後は誰でもあっという間に音声の編集を開始することができます。また、
高度な機能も多数搭載し、プロの音声プロダクションにもご満足いただける作りとな
っております。

主な機能
● wav（複数のコーデック）、mp3、ogg、flac、vox、gsm、real 

audioなどを含む数多くのファイル形式に対応。
● 切り取りやコピー、貼り付け、削除、挿入、無音処理、自動トリミングなどの基本

的な編集機能。
● 増幅、正規化、イコライザ、エンベロープ、リバーブ、エコー、ノイズ除去、サン

プルレート変換などの多彩な音声効果を搭載。
● 周波数スペクトログラム画面および周波数ベースでの編集。
● 1,000個を超える著作権フリーの音楽や効果音を集めた音声ライブラリを搭載。 
● サラウンドサウンド編集機能を使って、サラウンドサウンドの音声を生成。
● 6,000～192000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、2

4、32ビットに対応。
● 複数のファイルでの同時作業。
● CD-ROMから音声を直接読み込むCDリッピング機能を搭載。
● スクラブやキュー（頭出し）機能を使ってより正確な編集作業を可能にします。
● 録音機能は一時停止やリテイク、自動トリミング、音声起動などの便利な機能を搭

載。
● 1つの画面に複数のファイルを全て表示する、MDI（マルチドキュメントインター

フェース）に対応。
● MME、DirectSoundおよびASIOを使った再生に対応。
● MMEおよびASIOを使った再生に対応。
● VSTプラグインに完全対応。
システム要件
● Windows XP/Vista/7/8/10
NCHソフトウェアではWavePad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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基本的な作業 - 良く使う音声用語
ここでは音声編集時に良く使われる基本的な用語などにつきご説明します。初心者向
けの基本情報ですので、音声に詳しい方は必要に応じてこのページは読み飛ばしてい
ただいて問題ありません。
音声
WavePadをお使いいただくうえで必ず必要になるのが「音声」です。音とは波のよう
な形で非常に高速に移動する空気の振動で、振動するもの（例えば人間の声帯やギタ
ーの弦、スピーカーなど）により作られ、耳やマイクによって検知されます。マイク
が検出した振動は交流電圧に変換され、コンピュータのサウンドカードがこの電圧を
WavePadで使用できるデータに変換します。

周波数
音声を分析する方法の１つとして、振動が空気中を移動する際の振動の速度を測ると
いうものがあります。1秒間に振動する回数のことを音声の「周波数」と呼び、ヘル
ツ（Hz）やキロヘルツ（kHz）の単位で測定されます。
ほとんどの場合、音は「特定の周波数で振動する1本の波型」という単純なものでは
なく、「異なる速度や音量で振動する複数の波型」という複雑な形態で発せられます
。WavePadを使うと、こうした「音」の仕組みを実際に目で見て分析することができ
ます。詳しくは、周波数分析（FFTおよびTFFT）のページをご覧ください。 
人間の耳は約20Hz（毎秒20回の振動）から20,000Hz（毎秒2万回の振動）の音声を
聴き取ることができると言われていますが、一般的に聴き取れるのは15,000Hzと言
われており、20,000Hzまで聴き取ることができるのは少数です。人間の声の周波数
は約300Hz～3,000Hzです。

ラウドネス、音量、増幅、レベル、ゲイン
ラウドネス（音の大きさ）、音量、増幅、レベルは全て同じような意味を持ちます。
音量が多いほど、音声を作るのにより多くのパワーが必要になり、大きな音が出ます
。
音声の音量を調整する際（例えばWavePadで「増幅」エフェクトを使う場合）、「ゲ
イン」という値で増加または減少レベルを表します。この値は割合（％）、または「
デシベル（dB）」で表します。
人間の耳は低音から高音まで驚くほど広い範囲の音を聴くことができます。 
人間の耳はまた、聴き取った音の高低（パワー）差をそのままの形で理解するのでは
なく、対数的な方法で理解します。 
こうした聴き取り方をわかりやすく表すため、音声の世界では「デシベル（dB）」と
いう単位を使っています。 例えば、 音量を6デシベル下げるということは、 
増幅を半分に下げ、パワーを4分の1下げるということです。また逆に、音量を6デシ
ベル上げるということは、 
増幅を2倍にし、パワーを4分の1上げるということになります。20デシベルの減少は
10分の1の増幅（または100分の1のパワー）を意味します。 
人間の耳が聴き取ることができる最も小さな音量の変化は3デシベル程度です。

音声録音とコンピュータ
コンピュータに音声を保存し再生するために、マイクを通して入力された音声信号が
サウンドカードによって一連の数字に変換されます。マイクの表面が様々な方面から
押された際の圧力を数値化していると思っていただければわかりやすいかと思います
。音声を数字に置き換えるこうした作業を「サンプリング」と呼びます。
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サンプルレート
サンプルレートは、1秒間に振幅が数字に変換される回数です。例えば、CD用の音質
で録音した場合、毎秒44100回の記録が行われ、それぞれが各時点での増幅を表しま
す。
サンプリングされた音声の最大周波数はサンプルレートのちょうど半分で表すことが
できますが、実際にはそれより少し低く、例えば44100のサンプルレートで録音され
た音声の周波数は20000Hz程度となります。
サンプルレートと音質をわかりやすく説明すると以下の通りです：
● 6000 - かなり聴き取りにくい話し声
● 8000 - 電話で通話中の話し声
● 11025 - 妥当な音質の話し声（例：ディクテーションなど）
● 22050 - 聴きやすい話し声、妥当な音質の音楽（例：マルチメディアCD）
● 44100 - CD音質
48000、88200、96000、または192000などの高いサンプルレートが使われること
もありますが、システムに余計なストレスを加えるだけで、実際に聞き取れる音質に
はあまり変化がないと言われています。
メモ： 
サンプルレートを変換する度に音質が少し下がるので、音声を使った作業を行う際は
常に、最終的に使うサンプルレートを最初からお使いください。例えば、CDを作成
する場合には、44100のサンプルレートを、また電話用には8000を使用してくださ
い。 

ステレオ/モノラルチャンネル
複数の音声「チャンネル」を同時に録音することが可能です。最も一般的なものは、
「ステレオ」録音と呼ばれるもので、これは、右と左の2つのチャンネルを録音する
ことで、人間の耳にも部屋の右と左の両方から音が聞こえてくるようにする手法です
。1つのチャンネルで録音することは、「モノラル」録音と呼ばれます。

メモ： 
話し声を録音する場合はモノラルモードで、複数の楽器を使った演奏を録音する場合
はステレオモードで録音してください。 
8/16/24/32ビット
音声ファイルを扱う際に、「8ビット」や「16ビット」などの用語を目にしたことが
あるかと思います。サンプルレートにも使われるこの「ビット」という数値は、ファ
イルに保存されている音声の音質や画像の解像度を表します。ビット数が大きいほど
高画質・高音質になります。WavePadでは最適な音質を保つために32ビットを使用
していますが、ファイルの保存には16ビットで十分です。

音声ファイル圧縮とコーデック
高音質の音声の問題の一つは、ファイルのサイズが非常に大きくなってしまう場合が
あるということです。ファイルが大きくなりすぎるのを防ぐためには、ファイルを「
圧縮」するという方法があります。音声ファイルの圧縮を実行するために使われるシ
ステムを「コーデック」と呼びます。

コーデックにはMPEG Layer-3/MP3やOgg 
Vorbis（いずれも音楽に適しています）、GSM（話し声に適しています）など様々な
ものがあります。ほとんどのコーデックは音楽または話し声のいずれかの保存と言っ
た特定の作業用にデザインされています。 
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WavePadの「ファイル」メニューから「名前を付けて保存」を使って保存を行う場合
、特定の圧縮コーデックを選択することができます。ほとんどの圧縮コーデックは不
可逆圧縮と呼ばれる「データにある程度の損失が出ることを許容する」タイプなため
、圧縮を行うたびに音質が低下しますのでご注意ください。音質を不必要に低下させ
ないためには、必要になるまで圧縮を行わないことが大切です。例えば、作業途中で
ファイルを保存する場合は、44100Hz、16ビットPCMのWaveフォーマットで圧縮
せずに保存することをお勧めします。

音声ファイル圧縮は音声のダイナミックレンジ圧縮とは異なります。ファイル圧縮は
ファイルの大きさを小さくするもので、ダイナミックレンジ圧縮は音量を小さくする
ものです。ダイナミックレンジ圧縮に関する詳細はエフェクト-圧縮のページでご覧い
ただけます。 
編集とエフェクト
音声の「編集」とは音声を挿入したり削除したりする作業のことです。「エフェクト
」は音声に何らかの変化を加えることです（例：エコーを加えるなど）。
詳しくはWavePadの「編集」メニューと「エフェクト」メニューをそれぞれご覧くだ
さい。各エフェクトについては別途エフェクトの項目で詳しく説明します。 

13

compressor.html
effects.html


基本的な作業 - WavePadの基礎
再生
現在カーソルが置かれている位置から再生を始めるには F9 . 
もう1度再生
同じカーソル位置から音声を再度再生する場合は CTRL+スペースキー を押します。 
録音
現在カーソルが置かれている位置または選択した領域上で録音を行うには F5キー を
押します。 

ファイル内を移動する
Homeキーを押すとファイルの先頭に移動し、Endキーを押すとファイルの末尾に移
動します。巻き戻しをするには左矢印を長押しし、早送りをするには右矢印を長押し
します。 
また、波型画面上をclickingすると、クリックした地点に移動します。
スクラブ
耳で聴きながら正確な編集位置を探す場合は F6キーを押してスクラブ機能をオンに
します 。 より細かい動きが可能になり （矢印キーを使って動かします） 耳で聴きな
がらより正確な位置を指定できるようになります。 

領域を選択する
エフェクトの挿入や編集機能を使う前に、まずエフェクトの挿入を行う領域や編集を
行う領域を指定する必要があります。 
Ctrl+Aを押すとファイル全体が選択されます。マウスを使って領域を指定する場合は
、波形画面でマウスをドラッグして指定します。 
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基本的な作業 - メイン画面について
メイン画面

上の画面 
には音声ファイル全体の波形が表示され、現在ファイルのどの地点にいるのかが一目
でわかるようになっています。また、ファイル内の特定の場所に移動する場合は、こ
の画面をclickして簡単に移動場所を選択することができます。 下の画面 
にはズームのレベルに応じて特定の箇所の音声の波形が表示されます。この画面は画
面下のスクロールバーを使って左右に動かすことができます。この画面でマウスをク
リックしてドラッグすることで、領域を選択することができます。 
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メニュー：WavePadを使って行う各種作業が一覧表示されています。メニューを非表
示にする場合は、画面右上のマニュアル表示ボタン（クエスチョンマークが描かれた
ボタン）の左横にある上向き矢印をクリックします。
タブ 
：WavePadの各種機能はタブを使って使いやすいようにグループ分けしてあります。
各タブをクリックすると、このタブ内に集めた各種機能の一覧が表示されます。
コマンドバー ：WavePadで良く使われる機能へのリンクが表示されます。 
各機能グループの見出しの横にある矢印をクリックすると、グループ内の項目が非表
示になります。コマンドバーの表示/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「コマンドバー」を選んでクリックします。 

ズームボタン
A)ズームアウト ：波形画面の下の画面をズームアウトします。
B)ズームイン ：波形画面の下の画面をズームインします。
C)全ての領域を表示 ：ズームアウトしてファイル全体を表示します。
D)選択箇所にズーム  ：選択した領域にズームインして表示します。
E)縦にズーム 
：振幅を広げて表示することで、ソフトな音声の波形も見やすくします。
ズームインとズームアウトボタンの間にあるスライダを使うことで、ズームを自在に
動かすこともできます。
表示方法
F)サンプル編集モード  
：波形内にある個別の音声サンプルをマウスを使って調節します。
G)波形表示 + 上 ／ - 下 ：左右のチャンネルを1つの波形にまとめます。
H)波形表示　左チャンネルを上／右チャンネルを下 
：中心線の上に左チャンネルの波形を表示し、下に右チャンネルを表示します。
I)各チャンネルを別々に表示 
：左右のチャンネルがそれぞれ別々の波が出表示されます。
J）チャンネルを別々に編集 ：左右のチェンネルを別々に編集することができます。
K）周波数スペクトラムを線形表示 
：対数目盛り付きの周波数スペクトラムを線形で表示します。
L）周波数スペクトラムを対数目盛表示 
：周波数スペクトラムを対数目盛で表示します。
M）デシベルマーカーを表示 ：波形のデシベルマーカーを表示します。
N. 波形選択情報：詳細については、以下を参照してください。
Wave情報
波形上の選択された領域です。上部のダイアグラム上にNの文字で表示されます。（
注：波形の一部の領域を選択するには、選択領域を波形上でクリックしてドラッグす
るか、キーボードのShiftキーを押しながら左右の矢印ボタンを押します）
開始 ：選択した領域の先頭位置です。
終了 ：選択した領域の終了位置です。
セルの長さ ：選択した領域の長さです。
ファイルの長さ ：ファイル全体の長さです。
音声スライダと設定
O.音声スライダ：再生音量を調節します。
P.サウンドミキサーの設定：Windowsサウンドミキサーの設定を表示します。
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基本的な作業 - 「元に戻す」と「やり直す」
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つ前の作業を元に戻す場合は Ctrl+Z 

メモ： 最高32個前の作業まで戻すことができます。 
やり直す (Ctrl+Y) 
「元に戻す」をクリックして作業を取り消した後、この作業を取り消さないことにし
た場合はこのボタンをクリックします（例：特定の箇所を切り取った後、「元に戻す
」をクリックすると切り取った箇所が元に戻り、更にその後「やり直す」をクリック
すると再度同じ場所が切り取られます）。
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基本的な作業 - ファイルの扱い方
新規音声ファイルを作成
新しいファイルを作るには Ctrl+Nキーを押します。 
新規ファイルを作成する際は、サンプルレートとチャンネルの確認画面が表示されま
す。この画面が表示されないようにし、デフォルトの値を自動的に使うよう設定する
こともできます。こうした設定はWavePadのオプションで行います。 
サンプルレートとチャンネルの選択に関する詳細は良く使う音声用語をご覧ください
。 
既存の音声ファイルを開く
既存のファイルを開くにはCtrl+Oキーを押し、必要なファイルを指定して「開く」を
クリックします。
CDから音声ファイルを読み込む場合は、「ファイル」メニューから「音声CDトラッ
クを読み込む」をクリックします。トラックはトラック名をクリックして選択します
。Ctrl  キーを押しながら選択することで複数のトラックを選択することもできます。
音声ファイルを保存する
現在の音声ファイルを現在のファイル名で保存する場合は Ctrl+Sキーを押します。 
詳しくは クラウドサービス のページをご覧ください。
ファイルを別の名前や別のフォーマットで保存する場合は、「ファイル」メニューか
ら> 名前を付けて保存を選択するか、Ctrl+Shift+Sキーを押します。
メモ：音声ファイルは圧縮することで音声に多少の損失が生じるため、編集などの作
業が全て完了するまでは圧縮保存しないことをお勧めします。PCMのWavファイルで
保存することで音質を保つことができます。
詳しくは出力フォーマットの項目をご覧ください。
ファイルをCDに書き込み
このオプションを選択するとファイルをCDに書き込むことができます。書き込みに
はExpress Burn ディスク書き込みソフトが使われます。「ファイルをCDに書き込み
」を選択し、CDのタイプ（データ用CDまたは音声CD）を選択した後は、画面に表
示されるプロンプトに従って作業を行います。 

音声ファイルを送信する
WavePadで編集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。ファイルの送信方法は、「ファイル」メニューから以下を選択します：
>送信。

電子メール
このオプションを選択すると、WavePadで編集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
WavePad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。
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「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WavePad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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基本的な作業 - 録音
録音
録音を開始するには、F5キーを押すか、メイン画面で録音ボタンをクリックします。
録音は現在開いているファイル内のカーソルが置かれている地点に行われます。特定
の音声ファイル全体を選択した状態で録音を行うと、選択した音声ファイルが新しい
録音で上書きされます。ファイルが開いていない状態で録音を行うと、新しいファイ
ルに録音が行われます。

録音に関する各種設定はオプション > 録音タブで行うことができます（録音デバイス
や録音音量、音声起動や自動トリミングのオン/オフなど）。
録音のサンプルレートは現在のファイルのサンプルレートに合わせて自動的に指定さ
れますが、録音デバイスがこのレートに対応していない場合はデバイスが対応してい
ないレートでの録音を続けるかどうか確認するメッセージが表示されます。
録音のチャンネル数（1はモノラル、2はステレオを意味します）も自動的に現在のフ
ァイルと同じものが選択されます。モノラルでの録音のみに対応しているデバイス（
ほとんどのマイクはこのケースです）を使ってステレオ録音を行った場合、左右のチ
ャンネルには全く同じもの（モノラル音声のコピー）が録音されます。
録音を開始すると「スクラブ」ボタンが「一時停止」ボタンになり、「冒頭に移動」
ボタンが「リテイク」ボタンに変わります。録音を一時停止するには、一時停止ボタ
ンを押します。その後、録音を再開するには一時停止ボタンをもう1度押すか、録音
ボタンを押します。
「セーフ録音」モードがオンになっている場合、「停止」ボタンをクリックして録音
を停止する以外の機能はクリックすることができません。他の機能を使おうとすると
バブルチップが停止ボタン上に表示されます。こうすることで誤って不要な作業を行
ってしまうことを防ぎます。
録音後、メニューがポップアップ表示されます。
● 「上書き録音」は既存の録音を新しい録音に置き替えます。
● 「録音を続ける」はカーソル位置から録音を続けます
● 「再生プレビュー」は録音領域を通常の速度で再生します。
● 「再生プレビュー（高速）」は労音領域を1.5倍速で再生します。
● 「元に戻す」は録音を元に戻します
● 「その他」は録音領域に使えるその他のアクションを表示します
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● マイクの位置：マイクをパソコンのファンや周囲のノイズから遠ざける
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● 作業を始める前にテスト録音を行う
● モノラルでボイスを録音した後、編集/エフェクト挿入を行いステレオに変換
● 編集とエフェクト挿入が全て完了した後で1度だけ正規化
音声をオーバーダブ/ミックス
（注：複数の音声を重ねる作業にはMixPadのご利用をお勧めします。各音声を別々
のトラックに分けてからエクスポートすることには様々な利点があります）。
録音音声のダビングやミックスを行うにはWavePadに音声ファイルを開きます。Ctrl
+Shift+F5キーを押すか、"メニュー" -> "コントロール" -> "録音" -> "録音 – 
ダビング/ミックス"の手順で選択しダビング/ミックスを開始します。カーソル位置で
録音が直ちにスタートし、音声を聴きながらダビングを行うことができます。作業が
完了したら停止ボタンをクリックします。

やり直す必要がある場合は「元に戻す」ボタンを使って元の音声に戻し、カーソルを
開始位置に置いてCtrl+Shift+F5のショートカットキーを押すか、"メニュー" -> 
"コントロール" -> "録音" -> "録音 – 
ダビング/ミックス"から再度ダビング/ミックスを開始します。

パンチ＆ロール
パンチ＆ロール録音を始めるには、音声ファイルから領域を選択し「録音」タブの「
パンチ」ボタンをクリックします。選択した領域の3秒前から音声の再生が始まり録
音が始まります。選択した領域の後にも録音後3秒間音声が再生されます。再生時間
は「録音オプション」の「パンチ＆ロールの設定」から調整できます。

パンチ＆ロール録音には様々なモードがあります（パンチ＆ロールの設定を参照）。
「自動」モードは上書き録音のタイプに応じて「固定」または「フレキシブル」を選
択します。「固定」モードは選択した領域の長さに応じて自動的に停止します。「固
定」モードは音楽ファイルに適しています。「フレキシブル」モードは選択した領域
から録音を開始し、ユーザーが停止するまで録音を続けます。「フレキシブル」モー
ドはポッドキャストなどのボイス音声に適しています。

音声起動録音
音声起動録音は、マイクを通して音声が発せられた際に録音を開始し、無音状態にな
ると録音を停止します。音声起動を行う音量レベルが「無音のしきい値」です。音量
レベルが無音のしきい値より4dB下回ると録音を停止します。
無音検出のしきい値は以下で設定できます： WavePadオプションの録音タブ。 この
タブの「自動録音」エリアで「音声起動録音」を選択します。無音検出のしきい値が
設定された状態で無音が検出されると録音開始までの待ち時間の設定は無効になりま
す。まずデフォルトの設定で録音のテストを行うことをお勧めします。周囲のノイズ
レベルやマイクの感度に応じて無音検出のしきい値を調節してください。無音検出の
しきい値は周囲のノイズだけが聞こえている場合は録音を開始しない程度の高さが必
要ですが、あまり高く設定しすぎると必要な音声まで検出されなくなりますのでご注
意ください。

スタンバイ/レベル
「録音」タブの「レベル」ボタンは音量録音開始前にレベルを調整している間は録音
をスタンバイ状態にします。音量ミキサーを使って録音用デバイスを適切な状態に設
定するか、レベル表示を目で確認しながら音声を発してマイクの位置を調整します。
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WavePad画面の右下部にあるレベル表示には、録音デバイスが受信した音声レベルが
表示されます。黒で表示されている場合は音声が受信されていないということです。
音声のクリッピングや歪みなど音質の低下を防ぐためにレベルは0dB以下にとどめる
ことをお勧めします。
レベルに問題がなければ録音ボタンを押して録音を開始します。
お勧めのプロ仕様のマイクは以下のページをご覧ください： お勧めのプロ仕様マイク
録音中に音声を聴く
録音中の音声を聴くには以下の手順で設定を行います：
Windows 7以降：
1.コンピュータの録音設定画面を開きます。（ Windowsキー＋R 
を押して「ファイル名を指定して実行」画面を開き以下の文字をタイプ入力します： 

。サウンドのコントロール画面が開くので 録音 タブを開きます。

プロパティ。
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3.以下を選択します： 聴く タブ。
4.以下のチェックボックスにチェックを入れます： このデバイスを聴く。

5.「適用」ボタ
ンをクリックします
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Windows XPおよびVista：
1.コンピュータの音量設定を開きます（Windows+Rキーを押して「ファイル名を指
定して実行」画面を開き、sndvol32.exeと入力することでも開くことができます）。

2.マイク/
インプットモニタオプションはミュートを解除し音量を上げます

（オプションが存在しない場合はオプションメニューからプロパティを選択し、再生
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基本的な作業 - 周波数スペクトログラム画面
周波数スペクトログラム画面は音声ファイルの音声周波数をそれぞれ表示します。こ
の機能がオンになっている場合は波形のすぐ下に画面が表示されます。画面の横軸は
波形と同じく時間を表し、縦軸は音声周波数の値を表します。周波数が低い程下に表
示され、高い程上に表示されます。特定の時間の特定の周波数の高さは、この地点の
周波数の明るさで表されます。色が白い程音が大きく、黒い程小さいという事です。
スペクトログラム画面では以下のようなことができます： 

● 音声の周波数をビジュアル化する
● 希望の場所へ素早く移動する
● 周波数の内容と録音の音質を分析する
● 特定の長さの時間内で特定の領域の周波数を選択し以下のような作業を行う： 

● 選択した領域を再生して音声を確認
● 切り取り、コピー、貼り付けおよび削除
● 各種エフェクトの適用
● 音声ファイル内の特定の音声のみを独立させる

スペクトログラム画面の表示は「画面表示」メニューから、もしくはメイン画面の左
下部に並んでいるボタンから行います。画面の表示方法には以下の2種類があります
：1つ目は線形表示で、2つ目は対数目盛表示です。希望の表示方法をクリックすると
周波数画面が表示され、再度クリックすると非表示になります。
表示にした直後は、周波数画面には何も表示されていない場合がありますが、徐々に
左から右に周波数が表示されていきます。これは音声データのフーリエ変換と周波数
画面の作成に多少の時間を要するためです。
以下のページもご覧ください：
● 周波数分析ツール（FFTおよびTFFT画面）。*周波数スペクトログラム画面はTFF

T画面と密接な関係があります。
● 音声を重ねて貼り付け（特定の音を抜き出して別の音声に貼り付ける）。
● 特定の箇所を選択またはマークする
● 切り取り、コピー、貼り付け
● エフェクト

27

frequencyanalysis.html
pastemix.html
moveselect.html
cutcopypaste.html
compressor.html


基本的な作業 - しおりと領域
しおり
ファイル内の良く使う位置を指定する機能です。例えばインタビューの録音ファイル
内で、会話中の大事な部分をマークしておきたい場合などに使うことができます。
しおりを挿入するには Ctrl+B キーを押し、挿入位置の名前を入力します。しおりを
挿入した位置に戻るには Ctrl+Shift+B キーを押してしおり一覧を開き、移動先のし
おりを一覧で右クリックして「しおりに移動」 を選択します 
1つのしおりから別のしおりまでの間の領域を選択する場合は、指定を開始するしお
りを一覧上で右クリックし、「特定のしおりまで選択」をクリックします。 
しおりは領域設定とは異なり、ファイル自体にリンクされるため、WavePadやプロジ
ェクトを閉じた後も、音声ファイルにしおりが保存されます。しおりが不要になった
場合はCtrl+Shift+Bを押して一覧を表示し、削除するファイルを右クリックして「削
除」を選択すると削除することができます。

領域
録音ファイル内の一部を特定の「領域」として指定することができます（クリップボ
ードにコピーをする作業と似ていますが、領域指定は複数の指定を行うことができま
す）。
特定の領域を選択し Ctrl+R キーを押すと領域設定の画面が表示されるので、わかり
やすい領域名を付けて保存します。 (Ctrl+Shift+R) を押すと領域の一覧が表示される
ので一覧から特定の領域を 右クリック すると、領域の再生や選択、名前の変更、削
除、新しいファイルにコピー、領域の保存、領域の組み合わせなどの機能を使うこと
ができます（詳しくは以下をご覧ください）。選択した領域は「フォルダへ領域をエ
クスポート」を選択すると、指定したフォルダにエクスポートすることができます。
領域設定は長時間のインタビューから一部を抜粋してまとめる際などに便利な機能で
す。必要な箇所で領域設定を行った後は、領域のまとめ機能を使って全ての領域を1
つのファイルにまとめます。領域はまたDJミックスでトラックのマーキングを行う際
にも使えます。
領域はファイル自体にはリンクされませんので、WavePadを閉じた後も領域を保存し
ておきたい場合は、領域を指定したファイルをWavePadプロジェクトとして保存して
ください（プロジェクトの詳細はWavePadプロジェクトのページをご覧ください）。
領域をCDに書き込み
Windows 
XPを使い、選択した領域をCDに書き込みます。この機能を使うには、「しおり」メ
ニューから「領域一覧を開く」を選択し、コピーする領域を右クリックして「領域を
コピー」を選択します。

音声CDを作成する場合、新しいファイルを書き込む前に、Windows Media 
Playerから古い音声トラックが全て削除されていることを確認してください。
メモ：このオプションはWindows 
XPでのみお使いいただけます。他のバージョンのWindowsでこのオプションを実行
した場合、ファイルがローカルフォルダに保存されるので、他のCD書き込みソフト
を使って特定の領域を別途書き込む必要があります。
フォルダへ領域をエクスポート
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選択した領域をそれぞれ別のファイルに保存して特定のフォーマットでフォルダに保
存します。この機能を使うには、「領域」メニューから「領域一覧を開く」を選択し
、 エクスポートする領域を右クリックして「フォルダへ領域をエクスポート」を選択
します。エクスポート先となるフォルダと出力フォーマットを指定し、フォーマット
設定を行ってください。
領域をまとめる
複数の領域を1つのファイルにまとめる機能です。インタビューなどから必要な箇所
だけを抜き出してまとめる際に便利な機能です。
必要な領域をすべて選択した後、領域のまとめ機能を開きます（「領域」メニューか
ら「領域をまとめる」を選択すると開きます）。画面左側の「領域一覧」から領域を
選び、必要な順序で右側のまとめ一覧に追加した後、OKをclickすると領域が1つのフ
ァイルにまとまります。
デフォルトでは各領域の間に300msの無音部分が挿入されます。この設定は「領域を
まとめる」オプションをclickingして変更できます。
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基本的な作業 - WavePadプロジェクト
WavePadプロジェクトには、現在開いている全てのファイルと領域の一覧が完全な3
2ビット音質で保存されます。大がかりな編集が必要な音声ファイルを途中で保存す
る必要がある場合などに、無損失で保存を行うことができるようデザインされていま
す（音声ファイルを長期保存するためのものではありません）。
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基本的な作業 - ショートカットキー一覧
ファイルを使った作業
● 新規ファイルを作成（新規タブ） Ctrl+N  
● 新規ファイルを作成（新規画面） Ctrl+Shift+N 
● ファイルを開く Ctrl+O 
● ファイルを保存 Ctrl+S 
● ファイルに名前を付けて保存 Ctrl+Shift+S  
● ファイルを閉じる Ctrl+W  
● タブ付きファイル画面を閉じるCtrl+F4 
● オプション Ctrl+Shift+O 
● メニュー全体を表示 Alt 
再生操作
● 録音 F5
● 音声起動を使って録音Shift+F5
● スタンバイ/レベルで録音Alt+F5
● 録音をリテイク Ctrl+F5
● 音声をオーバーダブ/ミックス Ctrl+Shift+F5
● 再生 F9/スペースバー
● 再生/一時停止 スペースバー
● スロー再生 F11
● 標準速度再生 F10
● 高速再生 F12
● 再生を繰り返す Ctrl+F9
● もう1度再生 Ctrl+スペースバー
● 録音の一時停止/再開またはスクラブ F6
● 停止 Esc/スペースバー/一時停止
● 巻戻す 左矢印
● 早送り 右矢印
特定の箇所を選択またはマークする
メモ：Shiftキーを押しながら以下のキーを押して選択します。
● 先頭に移動 Home
● 末尾に移動 end 
● 選択範囲の先頭へ移動Alt+Homeキー
● 選択範囲の末尾に移動 Alt+Endキー
● 先頭まで選択 Shift+Home
● 末尾まで選択 Shift+End
● 大きく早送り Page Down
● 大きく早戻し Page Up
● 次の切取り部分Ctrl+右矢印
● 1つ前の切取り部分Ctrl+左矢印
● 数センチ早送り Ctrl+Alt+右矢印
● 数センチ早戻し Ctrl+Alt+左矢印
● 1秒ずつ早送り Alt+右矢印
● 1秒ずつ早戻し Alt+左矢印
● 全て選択 Ctrl+A
● 何も選択しない Ctrl+Alt+A
● 特定の時間を指定 Ctrl+G
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● 特定の場所に移動 Ctrl+L
● ピークサンプルを検索して選択 Ctrl+Shift+P
● 先頭まで選択 Shift+Home
● 末尾まで選択 Shift+End
● 選択開始位置をマークCtrl+1
● 選択終了位置をマークCtrl+2
● マークした個所を取り消すCtrl+Alt+2
● コピー、ドラッグ、貼り付け Ctrl+ドラッグ
● 切り取り、ドラッグ、貼り付け Ctrl+Shift+ドラッグ
メモ：選択した箇所をドラッグするにはマウスをクリックしながら選択した箇所を動
かします。
編集作業
● 元に戻す Ctrl+Z
● やり直す Ctrl+Y
● 切り取り Ctrl+X
● コピー（または連続コピー） Ctrl+C
● クリップボードにコピー Ctrl+Shift+C
● 貼り付け Ctrl+V
● 連続貼り付け Shift+V
● システムのクリップボードから貼り付け Ctrl+Shift+V
● 音声を重ねて貼り付け Ctrl+Alt+V
● 削除 Delete
● 分割 Ctrl+Shift+D
● ファイルを結合する Ctrl+J
● 複製 Ctrl+D
● 新規にコピー Ctrl+Shift+C
● 自主規制音 Ctrl+Alt+B
● ループを繰り返す Ctrl+Shift+8
● 無音 Ctrl+0
● サンプルを編集 Ctrl+I
● トリミング Ctrl+T
● 先頭をトリミング Ctrl+M
● 末尾をトリミング Ctrl+E
ズーム操作
● ズームイン Ctrl+Shift+=
● ズームアウト Ctrl+-
● 最大ズーム Ctrl+Shift+F
● 選択箇所にズーム Ctrl+Shift+Z
● 縦にズームイン Ctrl+Alt+Shift+=
● 縦にズームアウト Ctrl+Alt+-
● 縦にズーム　デフォルト Ctrl+Alt+Shift+F
しおりと領域
● しおりを追加 Ctrl+B
● しおりのクイック挿入B
● ブックマーク一覧を開く Ctrl+Shift+B
● 領域を追加 Ctrl+R
● 領域一覧を開く Ctrl+Shift+R
● 次のしおりに移動 Alt+R
● 1つ前のしおりへ移動 Alt+L
フェード機能
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● 自動フェード Alt+A
● フェードイン Alt+I
● フェードアウト Alt+O
● フェードインとトリミング Alt+J
● フェードアウトとトリミング Alt+K
● クロスフェードの選択 Alt+C
● 他のクリップにクロスフェード Alt+X
● クロスフェードループ Alt+Z
ヘルプ
● マニュアル目次 F1
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基本的な作業 - クイックスタートウィザード
「クイックスタートウィザード」はWavePadで良く使われる基本的な機能の使い方を
わかりやすくお知らせする機能です。ウィザードの指示に従うだけで必要な作業を簡
単に行うことが出来ます。各ステップにはそれぞれ確認するボタンがあります。この
ボタンをクリックすると、作業に必要な箇所にツールチップが表示されるので作業手
順が一目でわかります。
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基本的な作業 - クラウドサービス
クラウドから開く
WavePadを使って編集するファイルは以下のアカウントからも開くことができます：
Dropbox、Google 
Drive、OneDriveまたはSoundCloud。Dropbox、OneDriveおよびGoogle Drive は
ファイルのアップロードや保存、アクセスなどがどこからでもできるクラウドベース
のストーレジサービスです。Dropboxでは2GBまで、 fOneDriveは5GBまで、Googl
eドライブは15GBまで無料で使うことができ、それ以上についても月額払いで使うこ
とができます。 
SoundCloudはオンライン音声配信/ストリーミングサービスです。SoundCloudは最
大3時間までの音楽を無料でアップロードでき、それ以上についても有料（1か月ごと
または1年ごとのお支払い）で使うことができます。 
こうしたサービスとWavePadで使う場合は、DropboxやSoundCloud、Microsft、G
oogle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ダウンロード...」を選
択するとこうしたクラウドサービスを使うことができます。 WavePad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
ているファイルを参照してWavePadで開くことができます。Dropboxでは「Apps\W
avePad」フォルダが作成され、このフォルダのみお使いいただけるシステムになって
いますのでご了承ください。 

クラウドサービスに保存
WavePadで編集したプロジェクトは以下のようなクラウドサービスに音声ファイルや
プロジェクトファイルとして保存することができます： Google 
Drive、Dropbox、OneDriveおよびSoundCloud。プロジェクトを音声ファイルとし
て保存する場合はいずれのサービスもお使いいただけますが、プロジェクトファイル
として保存する場合はDropbox、OneDriveまたはGoogleドライブのみお使いいただ
けます。 Dropboxに保存したファイルは「Apps\WavePad」フォルダにアップロー
ドされます。 
「ファイル」メニューから「クラウドサービスへファイルをアップロード...」を選択
するとこうしたクラウドサービスを使うことができます。保存するサービスを選択し
た後ファイルの保存形式（音声ファイルまたはプロジェクトファイル）を選択し、 次
に保存先となるフォルダを選択してファイル名を入力して「アップロード」ボタンを
クリックします。 
独自のコンテンツ以外をアップロードした場合は著作権保護を目的にクラウドサーバ
ーから削除される場合がありますのでご注意ください。
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基本的な作業 - YouTubeにアップロード
WavePad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。 
手順は以下の通りです： 
● 音声ファイルの編集が完了した時点で「ファイル」メニューから「保存」を選択し

、「YouTubeにファイルをアップロード」を選択します。
● ウェブブラウザが開きYouTubeのページが表示されます。（メモ：初めてWaveP

adからYouTubeへアクセスする際はWavePadがYouTubeへアクセスする許可を
与える必要があります。ウェブブラウザが開いた際に許可を求めるメッセージが表
示されます）。YouTubeアカウントにログインします。

● ログインが完了するとWavePadへ戻るかどうかを確認するメッセージが表示され
ます。「はい」を選択してWavePadに戻ります。

● WavePadは音声から動画へ変更を行う為の画面を自動的に表示します。この画面
でYouTubeにアップロード可能な動画ファイルの作成に必要な設定を行います。

● 「完了」ボタンをクリックするとファイルのアップロードが始まります。

36



基本的な作業 - 動画にエクスポート
「動画にエクスポート」機能を使って音声ファイルで動画を作成する。
「動画にエクスポート」機能は「ファイル」メニューの「ホーム」タブから「保存」
のプルダウンメニューを使って選択します。「動画にエクスポート」を選択するとエ
クスポート用ウィザードが開き動画の出力設定を行うことができます。動画の表示に
関する設定や動画のプロパティ、ファイルのプロパティを選択します。
動画の表示設定
背景表示:
● デフォルトの背景：NCHロゴがデフォルトの背景画面として使われます
● 画像の背景：背景に使う画像ファイルを参照します（JPG、JPEG、JPE、BMPま

たはPNGファイルに対応しています）。
● 動きのある波形：編集画面の波形を再生した状態が表示されます。プルダウンメニ

ューから拡大縮小を設定できます（1度に動画フレームに表示される秒数）
● 動きのあるFFT：動画は作業中の音声ファイルのFFTから作られます。
● 背景画像なし：シンプルな黒い背景が使われます
その他：
● NCHロゴの表示：WavePadを購入すると表示されなくなります。
● 音量表示を含む：動画フレームの下部にデシベルメーターを表示します。
● 時刻表示を含む：再生中に現在のカーソル位置を表示します。
動画のプロパティ
名前を付けて保存:
● ファイル名：デフォルトでは音声ファイル名が使われます。動画ファイル用に別の

名前を使うこともできます（音声ファイルに影響はありません）。
● エクスポートフォルダ：デフォルトでは「ビデオ」フォルダに保存が行われます。

別の場所を参照して保存することも可能です。
● 動画フォーマット：動画ファイルの出力フォーマットを選択します。デフォルトの

フォーマットはMP4です。
ファイルのプロパティ:
● 動画のフレームレート：動画の1秒あたりのフレーム数です。30fps 

をお勧めします。
● 動画の解像度：解像度が高いほどファイルの品質が高くなりますがファイルサイズ

も大きくなります。
● アスペクト比：プルダウンメニューからよく使われるアスペクト比を選択します。
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編集 - サンプルレートとチャンネルの変更
サンプルレートの変換とチャンネルの変換
WavePadではファイルのサンプルレートとチャンネル数を変換することができます。
変換はファイル全体に行われます（ファイルの一部のみを変換することはできません
）。
作業中のファイルのサンプルレートを変換するには、「編集」メニューから「サンプ
ルレートを変換」をクリックし、新しいサンプルレートを選択します。サンプルレー
トは、毎秒6000から192000サンプルでなければなりません。一般的なサンプルレー
トはプルダウンメニューから選ぶことができます。
ファイルのチャンネル数を変更（ステレオからモノへ、またはその逆）するには、「
編集」メニューから「チャンネルを変換」をクリックします。
サンプルレートの変換は、音声ファイルが電話で使われる場合（8000モノラル）や、
インターネット送信用にファイルを圧縮する際（例：GSMの場合は11025または800
0モノラル）などに主に行われます。サンプルレートの定義に関する詳細は
良く使う音声用語をご覧ください。 
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編集 - 特定の箇所を選択またはマークする
全て選択 (Ctrl+A)キーを押します。
ファイル全体を選択する場合は Ctrl+Aキーを押します。 
先頭まで選択 (Shift+Home)キーを押します。
現在の位置から先頭までを選択する場合は Shift+Homeキーを押します。 
末尾まで選択 (Shift+End)キーを押します。
現在の位置から末尾までを選択する場合は Shift+Endキーを押します。 
特定の時間を指定 (Ctrl+G)
カーソル位置や先頭、末尾などを指定して選択する場合はこの機能を使います。Ctrl+
Gを押して表示された画面でカーソル位置を入力すると、指定した位置にカーソルが
移動します。また、先頭時間と末尾時間を指定してOKをクリックすると、指定した
領域が選択されます。プレビューボタンをクリックすると、選択箇所をプレビューす
ることができます。

特定の場所に移動(Ctrl+L)
カーソルを正確な位置に移動する場合はこのオプションを使います。Ctrl + 
Lキーを押すか、カーソルを移動する位置の時間またはサンプルの数値を入力してOK
ボタンを押すと、指定した位置にカーソルが移動します。

選択開始位置をマーク/選択終了位置をマーク/マークした箇所を呼び出す
これらの編集オプションを使って、作業中のファイルの特定の箇所をマークしたり、
マークした箇所を呼び出したりすることができます。「選択開始位置をマーク」を使
い選択する領域の先頭部分を選択し、次に「選択終了位置をマーク」を使って末尾部
分を選択します（選択開始位置に末尾を選択し、終了位置に先頭を選択することも可
）。開始位置と終了位置の間の領域は、「マークした箇所を呼び出す」を選択すると
表示されます。

周波数の領域を選択
通常の方法で波形画面から特定の部分の音声を選択した場合は、この部分の全ての周
波数の音声が選択されます。特定の範囲の周波数から音声を選択する場合は
周波数スペクトログラム画面上で選択することで、選択した範囲のみの再生や切り取
り、コピー貼り付け、エフェクトの挿入などを行うことができます。
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編集 - 切り取り、コピー、貼り付け
切り取り (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キーを押します。 
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重
ね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選択し 
Ctrl+Cキーを押します。ファイル全体をコピーする場合はCtrl+A-Cキーを押します。

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）。選択したものをを置き換える場合は、 
Ctrl+Vキーを押します。 挿入を行うには挿入する場所をクリックし 
Ctrl+Vキーを押します。 
連続貼り付け (Shift+V)
WavePadでは「切り取り」または「コピー」を行った領域を10個まで記憶します。
記憶した領域は「連続貼り付け」機能を使って順番に連続して貼り付けることができ
ます。 
最初に貼り付けられる領域は、直近の切り取り/コピー作業の1つ前に行った切り取り
/コピー領域で、 
その後は1つずつ前の切り取り/コピー領域が貼り付けられていきます。 
連続貼り付けで最後に貼り付けた領域が、通常の「貼り付け」機能を使った際に貼り
付けられます。

クリップボード
クリップボードへのコピー（Ctrl+Shift+C）やクリップボードから貼り付け（Ctrl+S
hift+V）も可能です。クリップボードを使ってコピーや貼り付けを行うことで、他の
プログラム間とのコピーや貼り付けが可能になります。

以下のページもご覧ください：
● 新規にコピー
● 音声を重ねて貼り付け
● 特定の箇所を選択またはマークする
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編集 - 音声を重ねて貼り付け
音声を重ねて貼り付け
この機能を使うとコピーした音声や切り取った音声を現在選択されている領域の音声
とミックスすることができます。
ミックスしたい音声をコピーまたは切り取った後、別の領域を選択して「編集」タブ
の「重ねて貼付け」ボタンをクリックするか、「編集」メニューから「ファイルを重
ねる」を選択、またはCtrl+Alt+Vのショートカットキーを使って直接貼り付けダイア
ログを開きます。ミックスする音声（クリップボードにコピーされている音声）の音
量を指定することができます。貼り付ける準備が完了したら「重ね貼り」ボタンをク
リックします。

ほとんどの場合、選択した領域の長さは異なります。ミックスする音声（クリップボ
ードにコピーされた音声）がミックス先として選択した領域より短い場合は、ミック
ス後の音声が終わった時点で終わりです。ミックスする音声が選択した領域より長い
場合は、選択した音声の末尾を超えて音声が続きます。 
重ね貼付けはBGMの上にボイスを重ねるという作業によく使われます。やり方の詳細
は「BGMとミックスする」のページをご覧ください。
貼り付け先のファイルがステレオ音声の場合、貼り付けを行うファイルの位置を選択
することができます。例えば、効果音を左側に貼り付けるという場合は、ステレオパ
ンのスライダを左側に移動します。
音声はシステムのクリップボードからコピーすることもできます（Windowsキー+V
）。システムのクリップボードを使うことで他のアプリケーションから音楽をコピー
して貼り付けることができます。
BGMとミックスする
この機能を使うとコピーまたはカットした音楽を、選択したボイス領域のBGMとして
設定することができます。ミックスしたい音声をコピーまたは切り取った後、別の領
域を選択して「編集」タブの「重ねて貼付け」ボタンをクリックするか、「編集」メ
ニューから「ファイルを重ねる」を選択、またはCtrl+Alt+Vのショートカットキーを
使って直接貼り付けダイアログを開きます。ミックスする音声（クリップボードにコ
ピーされている音声）の音量を指定することができます。貼り付ける準備が完了した
ら「重ね貼り」ボタンをクリックします。重ね貼付けはBGMの上にボイスを重ねると
いう作業によく使われます。やり方の詳細は「BGMとミックスする」のページをご覧
ください。 

ダッキングフェード音量
このツールを使うと音楽とボイスの両方の音声が同じ場所にある場合、音楽の音量を
下げてボイスを聞きやすくすることができます。アフレコなどのボイスオーバーや、
オーディオコメンタリーの作成、ボッドキャストなどへのBGM挿入などの作業に便利
なツールです。ダッキングレベルで音楽をどの程度ダッキング（下げる）か設定し、
音声アップのレベルでボイスがない場合の音楽の音量を設定します。 

開始リードイン
固定開始リードイン時間は、選択したボイスに音楽を重ねる際に、ボイスが始まる何
秒前から音楽を開始するかを指定します。 

リードインを合計時間に合わせるは音楽クリップの長さを固定し、音楽クリップと選
択したボイスを重ねる際の長さを揃えます。 
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終了リードアウト
現在選択されているボイスとのミックスの末尾に固定終了リードアウト時間を使うと
、ここで指定した長さの時間音楽クリップが再生を続けます。 
BGM音声が終了した時点で終了を使い、現在選択されているボイスの再生時間をBG
M音声の長さに合わせます。
リードアウトを合計時間に合わせるは音楽クリップの長さを固定し、音楽クリップと
選択したボイスを重ねる際の長さを揃えます。 合計調整時間オプションで音楽クリッ
プの調整方法を指定します。 BGMの開始時間を調整を使うと音楽クリップを全体の
長さに合わせて切り取ります。 BGMを短くして時間を合わせるを使うと合計時間に
合わせて音楽クリップの一部が適度に切り取られます。 BGMを特定の時間にフェー
ドアウトを使うと指定した長さで音楽クリップが切り取られてフェードアウトします
。 
以下のページもご覧ください： ファイルを重ねるおよび切り取り、コピー、貼り付け
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編集 - 削除
削除 (Delete)
特定の領域を削除する場合は、削除する領域を指定して Deleteキーを押します。 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。 
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編集 - 自主規制音
自主規制音 (Ctrl+Alt+B)
放送禁止用語やプライバシー侵害の恐れがある言葉などに1kHzの正弦波（ピー音）を
かぶせてこうした音声が聞こえないようにすることができます。自主規制音をかぶせ
る部分を波型から選択しCtrl+Alt+Bキーを押すと選択した部分に自主規制音が入りそ
の部分の音声が聞こえなくなります。「ツール」タブの「言葉を検索」機能を使うと
、特定の言葉が波型のどこで発せられているかを簡単に検索することができます。
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編集 - 分割
カーソル位置で分割
1つのファイルを2つのトラックに分割することができます。分割する位置にカーソル
を置き、「編集」メニューから「ファイルを分割」をクリックし、「この位置で2つ
に分割」を選択します。分割前のファイルに行った作業は、分割後のファイルにも記
憶されていますので、作業の「やり直し」機能はどちらのファイルにも使うことがで
きます（例えば、分割後のファイルのどちらかで「やり直し」ボタンをクリックする
と、ファイルが分割前の状態に戻ります）。

無音部分で分割
このオプションを使うと、しきい値以下の音量が一定の時間続いた場合、この時点で
自動的にファイルを分割します。「無音」とみなす音量のしきい値（デフォルトでは-
36dBで設定）と、時間（デフォルトでは0ミリ秒に設定）は特定の値を指定すること
ができます。

ブックマークで分割
しおりを設定した箇所でファイルを分割し、しおりとしおりの間の領域の音声のみが
入ったファイルを個別に作成します。

チャンネルで分割
ファイル内の各チャンネルをそれぞれ1つのモノファイルとして作成します。例えば
ステレオ音声のファイルを分割した場合、元のファイルの左チャンネルの音声で1つ
のモノファイル、右チャンネルの音声でもう1つのモノファイルが作成されます。分
割したファイルを再度結合する方法は、
複数のモノラルファイルを結合してステレオファイルにするのページをご覧ください
。また、以下のページもご覧ください： サンプルレートとチャンネルの変更および
良く使う音声用語。
等間隔で分割
出力ファイル数や各ファイルの長さを指定してファイルを同じ長さの複数のファイル
に分割します。長さを設定して分割した場合、最後のファイルの長さが他のファイル
とは異なる可能性があります。

自動的に分割する
各出力ファイルのおおよその長さや数を指定することで、最適な分割位置を自動的に
検出し分割を行います。出力ファイルの長さや数はあくまでも おおよそ 
の数値ですのでご了承ください。
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編集 - ファイルを複数に分割する
このダイアログを使って様々な方法で1つのファイルを複数のファイルに分割するこ
とが出来ます。
保存場所を選択
分割されたファイルは個別の音声ファイルとして保存するか、そのまま直接編集画面
に開くかのいずれかを選択します。分割後のファイル数が10個以上になる場合は直接
編集画面に開くことが出来ませんので、この場合は個別の音声ファイルとして保存を
行ってください。

音声ファイルとして保存を行う際は出力先 
の欄で分割されたファイルが保存されるフォルダを選択します。 出力名 
の欄にはファイル名と拡張子を必要に応じて入力します。分割された各ファイルはフ
ァイル名の後ろに番号が振られる形で保存されます。
出力フォーマット のプルダウンメニューから保存フォーマットを選択します。
無音部分で分割
このオプションを使うと、しきい値以下の音量が一定の時間続いた場合、この時点で
自動的にファイルを分割します。しきい値以下の部分は「無音部分」として認識され
ます。音声レベルがしきい値を下回る状態が無音部分の長さ 
の領域で指定された時間より長く続いた場合にWavePadはこの位置でファイルの分割
を行います。

しおり位置で分割
このオプションを使うと、しおりを設定した位置でファイルの分割を行うことができ
ます。しおりを設定した箇所でファイルを分割し、しおりとしおりの間の領域の音声
のみが入ったファイルを個別に作成します。

等間隔で分割
オリジナルのファイルを特定の間隔で分割する場合はこのオプションを選択します。
間隔の指定は分割数または間隔の長さのいずれかを指定して行います。

一定間隔で分割
オリジナルのファイルを特定の長さのファイルに分割する場合は 時間 
のラジオボタンにチェックを入れ、各ファイルの長さを時、分、秒、ミリ秒で指定し
ます（全体の長さが指定した時間の正確な倍数でない場合は最期のファイルが指定し
た長さより短くなります）。

特定の個数に分割
オリジナルのファイルを特定の個数のファイルに分割する場合は 数量 
のラジオボタンにチェックを入れます。

自動的に分割する
このオプションを使うと、おおよその数またはおおよその長さを指定してファイルを
分割することができます。
指定した数を元にWavePadが最適な分割位置を自動的に選択する形で分割が行われる
ため、指定した数や長さで正確に分割されるわけではありませんのでご了承ください
。

おおよその長さを指定して分割
オリジナルのファイルを特定の長さの複数のファイルに分割する場合は おおよその長
さを指定して分割

46



 
のラジオボタンにチェックを入れ、個々のファイルのおおよその長さを時、分、秒、
ミリ秒を指定します。

おおよその数に分割
オリジナルのファイルを特定の個数のファイルに分割する場合は おおよその数に分割
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編集 - ファイルを結合する
ファイルを結合する (Ctrl+J)
複数の音声ファイルや領域、また1つのファイルの複数のコピーを結合する場合はこ
のオプションを使います。WavePad内で開いているファイルだけでなく、外部ファイ
ルとの結合も行うことができます。ファイルの結合順序は「結合する音声ファイル」
一覧内でファイルをドラッグアンドドロップして調整します。結合時は、選択したフ
ァイルに応じて最大チャンネル数やサンプルレートが設定されます。例えば、モノフ
ァイルを1つとステレオファイルを1つ結合した場合、結合されたファイルはステレオ
ファイルとなります。また、サンプルレートが44100のファイルと64000のファイル
を結合した場合は、結合後のファイルのサンプルレートは64000になります。結合作
業が完了すると、結合されたファイルがWavePad画面に表示されます。
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編集 - 
複数のモノラルファイルを結合してステレオファ
イルにする

複数のモノラルファイルを結合してステレオファイルにする
2つのモノファイルをステレオファイルとして結合するには、左チャンネルとして使
うファイルを選択した後、「編集」タブの「結合」から「以下のファイルの左チャン
ネルとして結合」を選択します。表示されたファイル名から、右チャンネル用のファ
イルを選択すると新しいステレオファイルが作成されます。同じモノファイルを結合
することで、左右のチャンネルに全く同じ音声が使われたステレオファイルを作成す
ることができますが、モノファイルをステレオに変える場合は「編集」メニューから

チャンネルを変換を選ぶ形で行う方が簡単です。
ステレオファイルを2つのモノファイルに分割する方法は、編集-分割ページの
ファイルをチャンネル毎に分割の項目をご覧ください。
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編集 - 複製
複製 (Ctrl+D)
ファイルの複製を行うと、複製したファイルと全く同じものが新しいファイルとして
作成されます。複製されたファイルにはファイル名に自動的に番号が振られ、オリジ
ナルのファイルと区別されます。複製されたファイルにはオリジナルのファイルに行
った「やり直し」などの各種作業やしおり、カーソル位置なども一緒に複製されます
。オリジナルのファイルを確認しながらファイルに変更を加える場合などに便利な機
能です。
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編集 - 新規にコピー
新規にコピー
作業中のファイルの特定の箇所を新しいファイルに保存する場合は、保存する箇所を
指定し、「編集」メニューから「新規クリップにコピー」を選択します。また、コン
トロールキーを押しながら選択領域をドラッグすることで、WavePad画面の他の空領
域へ移動することもできます。
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編集 - ファイルと重ねる
ファイルと重ねる
重ねて貼り付けと同様の機能ですが、この機能は音声をクリップボードにコピーする
のではなく、特定のファイルを指定して貼り付けを行います。
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編集 - ループを繰り返す
ループを繰り返す
選択箇所を何度か繰り返すことができる機能です（バックグラウンドの音声を伸ばす
必要がある場合などに便利です）。繰り返す領域を選択し、「編集」メニューから「
ループを繰り返す」をクリックし、繰り返す回数を入力します。
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編集 - 無音
選択した領域を無音にする
選択した領域の音声を消します。話し声の録音時に含まれる不要な音声（雑音など）
を消す際にこの機能を使うと、音声の長さや会話のタイミングに影響を与えずに不要
な音のみを消すことができます。

無音部分を挿入
「編集」メニューの「無音部分を挿入」機能を使うと、特定の位置に特定の長さの無
音部分を挿入することができます。

無音部分をトリミング
無音部分をトリミングの機能を使って不要な無音部分を削除または短縮できます。詳
しくは「無音部分をトリミング」のセクションをトリミングのページからご覧くださ
い。

ノイズゲートを使ってギャップを無音可
しきい値以下の音声が検出された場合、指定した値を使って減衰が行われます。詳し
くは「ノイズゲート」のセクションをノイズ削減のページでご覧ください。
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編集 - トリミング
トリミング (Ctrl+T)
ファイルの先頭や末尾を切り、必要な部分だけを残す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。
残したい部分を選択し Ctrl+Tキーを押します。 
先頭をトリミング (Ctrl+M)
カーソル位置から前の音声を全て削除する場合は、「編集」メニューから「前をトリ
ミング」を選択します。

末尾をトリミング (Ctrl+E)
カーソル位置から後の音声を全て削除する場合は、「編集」メニューから「後ろをト
リミング」を選択します。

録音の先頭および末尾から無音部分を自動トリミング
自動トリミングを選択すると、トリミングを開始する位置を指定する必要なく、選択
した領域の先頭と末尾から無音部分を自動的にトリミングします。
特定の領域を選択し、自動トリミングをクリックすると、指定した領域の先頭と末尾
からしきい値以下の音量の部分が自動的に削除されます。自動トリミングのしきい値
は「ツール」メニューの> オプションから>「音声プロセス」タブをクリックして表
示します。デフォルトでは-20dBで設定されています。雑音が多い環境での録音の場
合はこの値を-15に上げ、スタジオなどの静かな環境での録音の場合は-24に値を下げ
ます。
必要な音声と雑音の違いを聞き分けることはできないことから、この機能は雑音が大
きい場所で録音された音声には向いていません。
自動トリミングは選択した領域に対して行われますが、殆どの場合はファイル全体(Ct
rl+A)を選択して使うことが多い機能です。
無音部分をトリミング
「無音部分をトリミング」機能は無音部分を切り取る機能です。自動トリミングとよ
く似た機能ですが、無音部分をトリミング機能の方がより高度な作業が可能です。無
音部分をトリミングをクリックすると、選択した領域のピークレベルを検出し、次に
このピークレベル以下かつ自動トリミングのしきい値以下の領域を検索します。無音
部分として検出された領域が切り取られます。

   -無音のしきい値：
   -無音部分として認識されるピーク以下のレベルです。デフォルトでは-20dBに設定
されています。雑音が多い音声の場合はこの値を-15に上げ、スタジオなどの静かな
環境で録音された音声には-24に下げます。
   -立ち上がりと立ち下がりの無音部分のみ削除
   -立ち上がりと立下りの無音部分のみを削除する場合は、ここにチェックを入れます
。こうすることで、「無音部分をトリミング」が「自動トリム」と同様に機能します
が、この方法でのトリミングの方がより詳細な分析を行います（その分作業にかかる
時間は長くなります）。
   -無音の長さの最小値：
   -
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ここで指定した値より短い無音部分は無音として認識されません（秒で指定）。最小
値は25ミリ秒に設定されており、これは聴き取れる最低レベルの音声である20Hzの
音声の波長の半分です。これより短い無音部分を削除するよう設定すると、削除すべ
きではない部分の低い音声も無音部分として認識されて削除されてしまう可能性が生
じるのでご注意ください。デフォルトでは-20dBに設定されています。最小値はファ
イルの先頭と末尾の無音部分には適用されません。先頭と末尾の無音部分は長さに関
係なく常に無音部分として認識されます。

   -新しい無音の長さ：
   -長い無音部分を短い無音部分に置換えることができます。長い無音部分を置き換え
る長さを「新しい無音の長さ」として指定します。無音部分の切り取りは中央部分が
行うことで、周辺の音声がクリップされるのを防ぎます。無音部分を完全に削除する
場合は値を0に設定します。無音部分が指定した値に合わせて長くなることはありま
せん。あくまでも長い無音部分を短くする機能です。以下の「オリジナルの無音の倍
数を追加」の項目もご覧ください。

   -オリジナルの無音の倍数を追加：
   -オリジナルの無音の倍数を新しい無音の長さに加えます。この方法を使うと、オリ
ジナルの無音部分の時間を元に新しい無音時間を設定することができます。この値と
新しい無音の長さを0に設定すると、無音部分を完全に削除します。
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編集 - サンプルを編集
サンプル編集モード
コンピュータのマウスを使って個別の音声サンプルを編集することができます。雑音
が多い録音音声からクリック音やポップ音などを手作業で削除する場合などに便利な
機能です。
サンプルの編集を行う場合は、個々のサンプルが表示されるまで（縦線で表示されま
す）波形を拡大します。「編集」メニューから「サンプル編集モード」を選択するか
、波形表示画面の左下にあるペンの絵が描かれたアイコンをクリックすると画面がサ
ンプル編集用に切り替わるので、特定のサンプルを選択しマウスを長押ししながらサ
ンプルの高さを編集します。
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編集 - 選択した領域に名前を付けて保存
選択した領域に名前を付けて保存
選択した領域を保存する機能です。編集した領域のみを手早く保存したい場合などに
便利な機能です。
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編集 - ファイルを挿入
ファイルを挿入
「編集」メニューの「ファイルを挿入」機能を使うと、特定の音声ファイルを特定の
位置に挿入することができます。
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編集 - 無損失MP3編集
無損失MP3編集
WavePadは基本的な編集作業（コピー、切り取り、貼り付け、削除、増幅、正規化）
を無損失で行うことができます。

無損失MP3編集とは何ですか？
MP3フォーマットは本質的に損失が多いフォーマットで、ファイルをMP3にエンコー
ドする度に少しずつ音声情報が失われます。損失が実際に聴こえる音に与える影響は
最小限に抑えるよう設定されているフォーマットですが、それでもエンコードとデコ
ードを繰り返すうちに損失が音にも現れるようになってきてしまいます。こうした問
題を避ける為、WavePadには無損失MP3編集モードが搭載されています。このモー
ドでMP3ファイルを編集すると再エンコードを行わずに保存することができます。W
avePadはエンコードされたオリジナルの音声の構成や音量を変換する際にデコードや
再エンコードを行いません。

使い方
無損失MP3編集モードに切り替えるには、ホームタブで無損失MP3編集ボタンをクリ
ックするか、ツールメニューから無損失MP3編集モードを選択します。切換え後は通
常通り編集作業を行うことができますが、無損失MP3編集モードには以下のような違
いがありますのでご注意ください：

選択領域
無損失MP3編集モードでの編集は1152サンプルの領域内（稀に576の場合もありま
す）または一般的な44100のサンプルレートで約26ミリ秒内で行う必要があります。
これはMP3にはフレームが常にこうした特定のサンプル数にデコードされるという性
質がある為です。この作業を簡単に行う為に、無損失MP3編集モードでは選択範囲が
1152サンプルの領域にスナップします。画面を拡大するとオレンジ色の点線で描かれ
た境界線が表示されます。

保存
無損失MP3編集モードでファイルを保存するだけで無損失MP3ファイルが保存されま
す。無変更の音声は全て再エンコード無しで保存されますが、変更された音声は通常
通り損失を伴うエンコードが行われます。切り貼りされた音声は無損失で保存されま
すが、切り貼りされた境界部分周辺の数フレームは再エンコードされる可能性があり
ます。

エンコーダディレイとエンコーダパディング
MP3ファイルによっては最初と最後のフレーム数が1152サンプル以下になる場合が
あります。これはファイルの先頭および末尾から音声を削除することで発生します。
ファイルの先頭部分から削除された音声は「エンコーダディレイ」、末尾から削除さ
れた音声は「エンコーダパディング」と呼ばれます。一貫した無損失編集を行う為に
、無損失MP3モードに入るとこうした削除済みサンプルがファイルの最初と最後に再
度追加され、無損失MP3モードから出る際に再度削除が行われます。

無損失音量増幅と正規化
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音声の増幅や正規化を無損失MP3編集がオンになった状態で行うと、こうした作業が
無損失で行われます。これはMP3の各フレームの「グローバルゲイン」領域を、音声
データの再エンコードを行わずに調整する事ができるためです。こうした作業を可能
にするには無損失MP3編集を 前に 
増幅や正規化を行う前にオンにしておく必要があります。また、音声を増幅し過ぎた
り正規化のレベルを100％以上にすることでクリッピングが発生する場合があります
のでご注意ください。これは無損失MP3編集モードでは、通常使われるピーク値が制
限され 音声を正規化できないためです。
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編集 - クロスフェード
クロスフェード
クロスフェードツールを使うと２つの音声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できます：
● 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
このツールを使うにはまずクロスフェードを行う領域を音声上で選択します。次に「
メニュー」からエフェクト -> クロスフェードを選択...を選択します（「クロスフェー
ド」ツールはレベルまたはエフェクトタブのフェードボタンからも選択できます）。
クロスフェードを選択するとクロスフェード画面が開きます。
（この設定画面は以下のクロスフェードの設定にも使われます： 他のクリップにクロ
スフェード... および クロスフェードループ...）
   -フェード画面
   -
● 画面には上下２つのセクションがあり、上部にはクリップをフェードアウトするた

めの波形があり、下部にはクリップをフェードインするための波形があります。
● スライダボタンをドラッグして波形を動かすことでフェードアウトやフェードイン

が行われる場所を選択できます
● 左下にはフェード画面に表示されているクリップの時間が表示されます（ここに表

示される時間はフェードの開始時間ではりません）
● 右下にはマウスカーソルが置かれている位置の時間が表示されます。
● 各フェードクリップではフェードの開始位置と終了位置をドラッグできます。
● ビートは ビートマッチング に初めてチェックを入れた際に表示されます。
   -フェードのパラメータ
   -フェードインとフェードアウトのどちらにもあるパラメータです： 
● 開始時間：音声内のこの時間からフェードが始まります。
● 長さ:フェードの長さをミリ秒単位で表示します。
● タイプ：フェードの形状を以下から選択します。

● 線形：時間の経過に沿って均一に音量が変換します。
● 指数：音量がゆっくり変化し、末尾に近づくにつれ変化のスピードが速くなり

ます。
● 正弦波：音量がゆっくり変化し、中間地点に近づくにつれ変化のスピードが速

くなり、中間地点を過ぎると再度スピードが遅くなります。
● 対数：音量の変化は急激に始まり末尾に近づくにつれスピードが遅くなります

。
   -ギャップのパラメータ
   -フェードアウトとフェードインのクリップクロスフェード用にミックスされる２つ
の異なるファイルです。ギャップはフェードインとフェードアウトがどの程度一致す
るかを設定します。
● 長さ：フェードアウト用クリップとフェードイン用クリップの間の長さをミリ秒を

単位として表示します。
● ビートマッチング：オンになっている場合はフェード中にビートをマッチさせます

。
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● フェーズマッチング：オンになっている場合はフェードの中心に最も近い位置にマ
ッチする最適な波形を検出し音声がフェーズするのを防ぎます。

他のクリップにクロスフェード
音声クリップを別の音声クリップとミックスさせることができるツールです。
   -ソース
   -音声ファイルにクロスフェードするクリップです。クリップのタイプは以下の通り
です： 
● ファイル：別のファイルの音声です。
● 選択：音声ファイルの一部を選択した音声です。
● クリップボード：クリップボードにコピーされている音声です。
   -位置
   -クリップが挿入されるファイルの位置です。 
● 末尾：クリップがファイルの末尾に挿入されます。
● 冒頭：クリップがファイルの冒頭に挿入されます。
● カーソル：クリップが現在カーソルが置かれている位置に挿入されます。
   -クロスフェード
   -クロスフェードが適用される場所を選択します。ファイルを接続する場所（クリッ
プの冒頭または末尾）にのみ適用できます。 
● クリップの冒頭に適用：クリップの冒頭に繋げられた位置にクロスフェードが適用

されます。挿入位置が以下の場合にのみ適用されます： 末尾 または カーソル
● クリップの末尾に適用：クリップの末尾に繋げられた位置にクロスフェードが適用

されます。挿入位置が以下の場合にのみ適用されます： 冒頭 または カーソル
● クロスフェード設定 

● フェード画面はクリップをファイルに接続されたものとして扱います
● フェードアウトの終了位置 および フェードインの開始位置 

はクリップに接続された位置でロックされます。
クロスフェードループ
ループ再生ファイルの切り替えにクロスフェードを適用する。
   -ループ回数
   -ファイルをループ再生する回数です。 
   -クロスフェード設定
   -
● フェード画面ではファイルが同じファイルのコピーに接続されたものとして扱われ

ます。
● フェードアウトの終了位置 および フェードインの開始位置 

は同じファイルのコピーに接続された位置でロックされます。
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編集 - 
開いている全てのファイルのラウドネスを合わせ
る

開いている全てのファイルのラウドネスを合わせる
WavePadで開いている全てのファイルのラウドネスを均等にするためのツールです。
音量の調整に使用するオプションについては音声の正規化のトピックをご覧ください
。
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編集 - クリップの分類
クリップの分類
音声ファイルは複数の音声クリップで構成することができます。これらの音声クリッ
プは様々な音声タイプに分類することができます。クリップの分類ツールを使うと音
声のタイプに応じて音声クリップの色を変えることで簡単に音声タイプを区別するこ
とができます。

音声クリップは手動で分類できます。クリップを右クリックして「クリップを分類」
を選択するか、「編集」メニューから「クリップを分類」を選択することで選択やオ
ン/オフの切り替えを行うことができます。
色を定義済みの音声分類の一覧:
1. 音楽 - 水色
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エフェクト - エフェクトと音声処理
エフェクトと音声処理
WavePadには数多くの音声効果や音声処理機能が搭載されています。こうした機能は
通常、適用部分を選択した後、適用するエフェクトや機能を選択するという手順で適
用します。

特定の領域の編集
エフェクトの殆どは選択した領域にのみ適用することができます。 適用する領域を選
択するには、波形画面をクリックし長押ししたままマウスをドラッグするか、Shiftキ
ーを押しながらファイル内を移動します。ファイル全体を選択する場合はキーボード
のCtrl+Aキーを押します。領域を選択せずにエフェクトを挿入した場合は波形画面全
体にエフェクトが適用されるようデフォルト設定されています。

プリセット
エフェクトは様々な数値を指定することでエフェクトの度合いなどを調節できるよう
になっていますが、エフェクトによってはこうした一連の数値をセットにしてまとめ
た「プリセット」と呼ばれるものを使うことができます。例えば「エコー」のエフェ
クトを使って音声にエコーをかける際は、エコーにかける時間やエコーのゲインなど
の数値を設定して、どの程度のエコーをどのようにかけるか細かく指定することがで
きますが、特にこうした数字にこだわる必要が無い場合は、「プリセット」から希望
するエコーの状態に一番近いと思われる設定を選択することで、1つ1つの数値を設定
する手間を省くことができます。「エコー」を例にとると、プリセットは居間、洞窟
、渓谷から選ぶことができます。

プレビュー
一部のエフェクトは適用後の音声を「エフェクト」ダイアログ内の再生ボタンをクリ
ックすることで試聴することができます。試聴中にエフェクトの設定を変更すると、
変更に合わせた音声を聴くことができます。音声再生システムにASIOまたはDirectS
oundをお使いいただくと、この機能がより正確に機能します。

一括処理
複数のファイルに同一の処理を行う場合は一括処理機能を使うことができます（「ツ
ール」メニューから「一括処理」を選択します）。処理を行うファイルの一覧を選択
し、適用するエフェクト等を指定すると、選択したファイル全てに同一の処理が行わ
れます。一括処理についての詳細は一括処理のページをご覧ください。
以下のページもご覧ください：
● 良く使う音声用語（サンプル、チャンネル等）
● 特定の箇所を選択またはマークする
● 録音
● ノイズリダクション
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エフェクト - エフェクトチェーン
エフェクトチェーン
エフェクトチェーンダイアログを使うと複数のエフェクトを同時に適用することがで
きます。また特定のエフェクトをセットにしたものを複数のファイルに適用すること
もできます。エフェクトチェーンは独自のチェーンを保存して読み込むことができる
ほか、事前設定されているエフェクトチェーンを選択して適用することもできます。

エフェクトチェーンにエフェクトを追加する
画面左側にエフェクトの一覧が表示されます。追加するエフェクトをここでダブルク
リックすると「挿入したエフェクト」の一覧の一番下にこのエフェクトが追加されま
す。この一覧に追加された一連のエフェクトが「エフェクトチェーン」です。エフェ
クトチェーンの欄でエフェクトをクリックすると、このエフェクトの詳細設定項目が
表示されます。適用したエフェクトは一覧内でドラッグして順序を変えることができ
ます。

エフェクトチェーンをプレビューする
エフェクトチェーンを使った場合にファイルの音声がどのように変化するかを試聴す
るには、「エフェクトと共に再生」と版をクリックし、再生するファイルを選択しま
す。

エフェクトチェーンをファイルに適用する
開いているファイルにエフェクトを適用するには、「エフェクトを適用」ボタンをク
リックし、エフェクトを適用するファイルを選択します。必要に応じて作業を
元に戻す 事ができますのでご安心ください。
エフェクトチェーンを1つ目のファイルに適用した後、同じチェーンを別のファイル
に適用することができます。複数のファイルに同じエフェクトチェーンを適用するに
はこの方法が最も簡単です。 
大量のファイルに同じエフェクトチェーンを適用する場合は、以下を使うこともでき
ます： 一括処理 
エフェクトチェーンの保存と読み込み
作成したエフェクトチェーンを後日また使いたい場合は、「チェーンを保存」ボタン
をクリックします。エフェクトチェーンが.ecfの拡張子のファイルとして保存され、
後日「チェーン読込み」ボタンを使って読み込むことができます。

読み込んだエフェクトは現在表示されているチェーンの一番下に加えられますので、
複数のエフェクトチェーンを合わせることも可能です。他のエフェクトと混ぜ合わせ
たくない場合は、エフェクトチェーンを読み込む前に「エフェクトを削除」ボタンを
クリックして現在選択されているチェーンを一旦全て削除します。

エフェクトチェーンのプリセット
「挿入したエフェクト」欄の一番下に「プリセットを追加」と言うメニューがありま
す。これを使うと事前設定されたエフェクトチェーンを現在のエフェクトチェーンに
追加することができます。この場合も現在表示されているチェーンの一番下に追加し
たエフェクトチェーンが表示されます（現在表示されているチェーンを新しいチェー
ンで上書きするわけではありません）。
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エフェクト - DirectXエフェクト
DirectXエフェクト
WavePadで作業中の音声に、DirectXプラグインを使ってエフェクトを挿入する機能
です。「エフェクト」メニューから「DirectXプラグイン」をクリックすると、コン
ピュータにインストールされているDirectXプラグインの一覧が表示されます。必要
なエフェクトを選び、必要に応じて「設定」ボタンをクリックして設定の調整を行い
ます。次に、「OK」ボタンをクリックするとDirectXエフェクトが音声に適用されま
す。
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エフェクト - VSTプラグイン
VSTプラグイン
WavePadで作業中の音声に、Virtual Studio Technology 
DLLプラグインを使ってエフェクトを挿入する機能です。この機能を使うには「エフ
ェクト」メニューから「VSTプラグイン」を選択します。VSTプラグインが保存され
ているフォルダへのパスが選択されていない場合は、選択するかどうかを確認するメ
ッセージが表示されます。「はい」をクリックすると、フォルダの参照画面が表示さ
れ、VSTが保存されているフォルダを指定することができます。また、「ツール」メ
ニューから「オプション」を選択し、「VST」タブを開くことでもVSTプラグインを
選択することができます。プラグインはDLLファイルのみお使いいただけます。フォ
ルダの選択が完了したら「OK」ボタンをクリックして画面を閉じ、VSTプラグイン画
面を確認してください。

注: VST3プラグインはWavePadでは未対応です。
VSTプラグインエフェクト
フォルダの選択が完了するとVST画面の「エフェクト」のプルダウンメニューにディ
レクトリ内のVST一覧が表示されます。VSTプラグインエフェクト画面で、このプラ
グインの各種パラメータを変更することができます。パラメータを調節しながら音声
を試聴することができます。プラグインエフェクトが適用されていない状態の音声を
聴く場合は、「VSTを迂回」にチェックを入れます。VSTのプリセットを使ってパラ
メータを設定することもできます。プリセットを使わない場合は、独自に設定したパ
ラメータをファイル（.fxpまたは.fxb形式のファイル）に保存することで、後日この設
定を読み込むことができます。こうすることで毎回VSTのパラメータを設定するとい
う手間を省くことができます。「エフェクトを適用」ボタンをクリックし、特定の音
声にエフェクトを適用します。

詳しくはhttp://www.kvraudio.comなどのサイトをご覧ください。VSTやDirectXプ
ラグインを含む、各種プラグインについての詳細をご覧いただけます。 
WavePadにお勧めの無料VSTプラグイン一覧は以下のページからご覧いただけます：
http://www.nch.com.au/wavepad/jp/free-vst-plugins.html。 
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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。
自動正規化
ファイルをアプリに読み込む際に自動正規化の検出がオンになっており、正規化が必
要であった場合は波形上に正規化ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると正
規化が行われます。プルダウン矢印をクリックすると詳細オプションが表示されます
。

[レベル]ツールバーの[正規化]ボタンのプルダウン矢印をクリックすると[自動正規化
設定]などのオプションが表示されます。
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エフェクト - 圧縮
ダイナミックレンジ圧縮
録音音声が特定の音量を超えないよう音量の制限を行うことを、ダイナミックレンジ
圧縮と呼びます。
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整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の3種類の使い方」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という方法で音声が削減され
るため、聴き手には気づかれないスムーズな音声削減が可能です。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。
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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
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。
   -リリース：
   -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（0～5
000ミリ秒の間）。アタックの反対の作業を行います。
   -WindowLength：
   -現在の音声レベルを計算する際に使う窓の長さです（10から50ミリ秒）。ウィン
ドウが短いほどレベルの変更が速くなりますが、50ミリ秒以下になると低音の感知が
正しく行われなくなります。これは50ミリ秒（20Hz）が人間の耳に聴こえる最低の
波長なためです。
   -先読み：
   -出力ゲインの調整を行うにあたり、どの程度先の入力レベルまで参照するかを指定
します（0～100ミリ秒の間）。ここでの指定により音声の音量の変化が起こる前に圧
縮が作動する場合があります。この値がアタック時間と同じである場合、より音の大
きい信号に到達した時点でゲイン調整が全て完了する可能性があります。
   -サイドチェーンイコライザ：
   -入力レベルを決定する際に、圧縮機能が各音声周波数を測る強度を決定します。例
えば、大音量の低音のみを圧縮する場合は低音レベルを上げるか、中音や高音を下げ
ます。
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   -自動メイクアップゲイン：
   -このオプションを選択すると、圧縮時に失われたゲインをコンプレッサが自動的に
補填します。圧縮後のファイルを元の音声レベルに増幅したい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
より簡単な設定を可能にするためにいくつかのプリセットが搭載されています。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した後は、必要に応じて更に詳
細な設定を行うことができます。お使いいただける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 
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
整します。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）
   -傾斜の長さ
   -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傾斜の幅（
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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   -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）
   -傾斜の長さ
   -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傾斜の幅（ヘルツ）
   -除去
   -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）
   -傾斜の長さ
   -通過帯域から延びる傾斜の幅（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）
   -傾斜の長さ
   -通過帯域から延びる傾斜の幅（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。
傾斜は無く、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）
   -傾斜の長さ
   -低い方のブースト/カット地点から高い方のブースト/カット地点へ延びる傾斜の幅
（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。
   -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）。
   -除去
   -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）。
   -除去
   -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
しいただくのが最も簡単で適した方法です（エフェクトメニューから「ハイパスフィ
ルタ」を選択）。
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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 - 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：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。
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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。
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
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 - ボーカル切り離し
ボーカル切り離し
ボーカル音声だけを音楽から切り離す際はこのエフェクトを使います。切り離し作業
のレベルには3つのレベルがあります。ライトを選択するとボーカル以外の音声の削
減量が少なめになり、アグレッシブを選択するとその他の音声がより多く削減されま
す。

注:それぞれの音声が別々に録音されたオリジナルのミックストラックを使わない限り
ボーカル音だけを完全に分離することは不可能な為、分離後もボーカル以外の音声が
多少残ってしまう場合があります。MP3ファイルなどかなり圧縮されたファイルでは
、圧縮時にステレオ深度が削除されてしまうこともあり、特に分離作業は難しくなり
ます。

100



エフェクト - 匿名化エフェクト
匿名化エフェクト
話し声などの音声を個人の特定ができないよう匿名化するエフェクトです。いずれか
のプリセットを選択するか、手動でピッチや速度の変更や歪みを加えて独自の匿名化
エフェクトを作成することもできます。ピッチ変更を使って音声の粗さやシャープさ
を設定します。速度設定は音声の再生速度を速めたり遅くしたりします。歪みの設定
は背景音を中和するホワイトノイズの量を設定します。

「再生」ボタンを押すとエフェクトが挿入された状態のボイスを聞くことができます
。オリジナルの音声を聞く場合は「迂回」ボタンを押します。設定が完了したら「適
用」ボタンをクリックすると音声ファイルにエフェクトが挿入されます。
プリセットを保存...ボタンを使って独自の設定でプリセットを作成することができま
す。プリセットを削除する場合は削除するプリセットを一覧から選択し削除ボタンを
クリックします。
注：このエフェクトを使うと声の持ち主が特定できないよう音声を変えることができ
ますが、こうしたデジタル音声はオリジナルの音声に戻すことも可能です。更に確実
に音声を匿名化する場合は「ツール」タブの「言葉を検索」ボタンを使って音声を文
字に変換し、この文章を音声認識ツールを使って読み上げる形で音声ファイルの作成
を行ってください。
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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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音声クリーンアップ - ノイズリダクション
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、より正確に除去できる場合もあります（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。ある程度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
   -クリック音の長さの最大値を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は一括変換を行う際に複数の音声の音量を統一する際に役立ちます。正規化ツー
ルでも同じことが行えます。
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。
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音声クリーンアップ - リバーブ除去
リバーブ除去
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、広い室内や廊
下などで声を発した際などで発生しがちです。リバーブ除去ツールを使うとこうした
反響音を音声から削減することができます。設定画面でリバーブ削除のレベルを高く
するほどより多くの反響音を削減できます。プレビュー機能を使って除去後の音声が
どのように聞こえるか確認できるので、納得いく音声になるまで必要に応じて除去レ
ベルを調整してください。
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ツール - 周波数分析（FFTおよびTFFT）
周波数分析（FFT）
離散高速フーリエ変換（DFFT）を使って、波形画面の特定の位置で音声をそれぞれ
の周波数コンポーネントに区切る機能です。分析を行う音声部分にカーソルを置き、
「ツール」メニューから「周波数分析」をクリックします。FFTグラフと呼ばれるグ
ラフが表示された画面が開きます。分析を行うファイルがモノラルの場合、青いグラ
フが1つ表示され、ステレオの場合は、左チャンネル用の青いグラフと右チャンネル
用のピンクのグラフの2つが表示されます。

マウスのカーソルが置かれている地点の周波数とデシベル値が画面右上に表示されま
す。デシベル値は0デシベル（最大）から-127デシベル（最小）までの範囲です。周
波数の範囲は音声ファイルのサンプルレートによりますが、最低0ヘルツから右側の
音声のサンプルレートの半分までです。
ハニング窓とハミング窓の2種類の窓関数をFFTに適用することができます。
FFTグラフ画面の下部および右端にあるズームボタンを使うと、グラフを更に細かく
見ることができます。下部のボタンはグラフを横に拡大し、右横のボタンは縦に拡大
します。拡大を行うとスクロールバーが表示されますので、これを動かして画面の移
動を行います。
拡大したグラフをズームアウトする場合は、画面下部または右横のズームアウトボタ
ンをクリックします。また画面の一番右下にあるボタン（+や-の表示が無い虫眼鏡の
アイコン）をクリックすると、デフォルトの画面に戻ります。
グラフ画面自体を拡大・縮小することでも、ズームイン・ズームアウトと同様の機能
を果たします。画面の角にマウスを置き、両矢印が表示されたらマウスを長押ししな
がら引っ張ることで画面を拡大・縮小することができます。
現在表示されているTFFT画面を画像ファイルとして出力する場合は「ツール」メニ
ューをクリックし、TFFT画面を開いた状態で「TFFT」ボタンの矢印をクリックし「
TFFTを画像ファイルに保存」を選択します。全ての一般的な画像ファイルフォーマ
ットで出力できます。TFFTファイル保存ダイアログの「ファイルの種類」のプルダ
ウンメニューから希望のファイルフォーマットを選択します。

時間周波数分析（TFFT）
時間周波数分析とは、FFTを時間の経過とともに分析する（TFFT）機能で、スペクト
ルの強度を色で表示します。波形画面から分析を行う領域を選択し、「ツール」メニ
ューの「時間周波数分析」をクリックします。TFFTグラフと呼ばれるグラフが表示
された画面が開きます。横軸が時間の経過を表し、選択した領域と同じ範囲が表示さ
れます。縦軸は周波数を表し、0から波形のサンプルレートの半分までの値が範囲で
す。このグラフでは、特定の時間の特定の周波数のデシベルレベルに応じて色分けが
行われ、色が明るいほど強度が高いことを意味します。デシベル値は0デシベル（最
大）から-127デシベル（最小）までの範囲です。カーソルが置かれた地点の時間、周
波数、音量（デシベル）の値はそれぞれ、TFFT画面の下部に表示されます。

ステレオ音声の分析を行う場合は、左右のチャンネルが1つのグラフに表示されます
。
0～4000Hzの範囲のスペクトル情報を見る場合は、画面右上のズームボタンをクリッ
クして画面を拡大します。拡大した画面を標準サイズに戻す場合は、そのすぐ下のボ
タンをクリックします。
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画面右側のスライダを上下させることでグラフの明るさを調節することができます。
画面が暗すぎて強度が低い領域の色が良く見えない場合などにお使いください。スラ
イダを上げると明るくなり、下げると暗くなります。
グラフ上の罫線が不要な場合は、画面右下のボタン（罫線の表示と非表示を切り替え
ボタン）をクリックして罫線の表示と非表示を切り替えることができます。
選択した領域の音声を再生すると、波形画面とグラフ上の両方でカーソルが動き、音
声ファイルとグラフを関連づけるのに役立ちます。また、波形画面またはTFFT画面
のいずれかの画面をクリックすると、クリックした地点にカーソルが移動します。
波形画面で選択されている分析領域を誤って非選択にしてしまった場合は、TFFT画
面右下の「この分析領域を波形内で再選択」ボタンをクリックして戻すことができま
す。分析領域の選択はTFFグラフ画面では行うことができませんのでご注意ください
。別の領域の分析を行う場合は、波形画面で領域を選択した後、再度TFFT分析を実
行してください。

現在表示されているTFFT画面を画像ファイルとして出力する場合は「ツール」メニ
ューをクリックし、TFFT画面を開いた状態で「TFFT」ボタンの矢印をクリックし「
TFFTを画像ファイルに保存」を選択します。全ての一般的な画像ファイルフォーマ
ットで出力できます。TFFTファイル保存ダイアログの「ファイルの種類」のプルダ
ウンメニューから希望のファイルフォーマットを選択します。
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ツール - 音声合成
音声合成機能
入力した文字をコンピュータで生成した合成音声で読み上げる機能です。「ツール」
メニューの「音声合成」をクリックし、文字を入力（またはCtrl+Vを使って貼り付け
）し、「合成音で読み上げる」ボタンをクリックします。合成音声技術は完成された
技術では無いため、入力した文章が正しく発音されない場合がありますので、この場
合は入力方法を変えて再度試してみてください。例えば、数字を入力する際に、1で
はなく「いち」と入力してみるなどの方法が考えられます。

この機能をお使いいただくにはコンピュータにスピーチエンジンがインストールされ
ている必要がありますので、お使いのコンピュータをご確認ください。Microsoft社の
スピーチエンジンは以下のページからダウンロードすることができます： 
www.nch.com.au/speech/jp
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ツール - 言葉を検索
言葉を検索
「言葉を検索」ダイアログ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。文字に置換えられた言葉をダブルクリックすると
、その言葉が発せられている部分にカーソルが移動します。長いスピーチやインタビ
ューなどの録音ファイル内の特定の部分を検索する際などに便利な機能です。また、
「言葉を検索」ダイアログ内の文字を選択すると、その言葉が発せられている領域が
波形画面で選択されます。
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ツール - 一括処理
複数のファイルに同じ作業（エフェクトの適用や変換など）を行う場合は、一括処理
機能を使うことができます。
「ツール」メニューの「一括処理」をクリックし、以下の手順で作業を行います。
ステップ 1：ファイルを選択する 
追加ボタンをClickして作業を行うファイルを参照します。 
ShiftまたはCtrlキーを押しながら選択することで複数のファイルを同時に選択できま
す。 
全てのファイルの選択後「次へ」ボタンをClickします。
ステップ 2：コマンドを選択する 
ファイルに適用するコマンドに対してそれぞれ「追加」をclickしてコマンドを選択し
再度「追加」をclickします。コマンドの順序は各コマンドを一覧でドラッグすること
で簡単に変更できます。
以前に保存したコマンド一覧をを使うこともできます。これらはスクリプトと呼ばれ
ます。
スクリプトを保存するには、スクリプトをclickし、「スクリプトを保存...」を選択し
てスクリプトを保存するフォルダを選択します。フォルダを選択したらスクリプトに
名前を付けて「保存」をclickします。既に保存済みのスクリプトを読み込むには、「
スクリプト」をclickして「スクリプトを読み込む...」を選択し、スクリプトが保存さ
れているフォルダから目的のスクリプトを選択し「開く」ボタンをclickします。読み
込んだスクリプトを削除するには、目的のスクリプトをclickし、「スクリプトを削除.
..」を選択して「ファイルを一括削除」をclickします。

ステップ 3：出力フォーマットと出力フォルダを選択する 
デフォルトでは読み込まれたファイルのフォーマットと同じフォーマットで保存を行
うよう設定されていますが、別のフォーマットで保存をする場合は「このファイル形
式に変換」で希望のフォーマットを選択します。wavやmp3など一部のファイルは「
ファイル形式オプション」ボタンを使って、ビットレートやコーデックなどの各種オ
プションを設定することができます。

メモ： 
サンプルレートを変更する場合は、コマンドから「サンプルレート変換」を選択しま
す。
ファイルは通常、読み込みを行ったフォルダと同じフォルダ内に保存されているため
、保存を行うと元のファイルが上書きされます。新しく保存するファイルを元のファ
イルとは別に保存する場合は保存先に別のフォルダを選択してください。
以下のページもご覧ください：
エフェクト
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ツール - 着信音を作成
音声クリップを選択 
WavePadで音声ファイルを開き、着信音を作成する箇所を選択します。特定の範囲を
選択しない場合は音声ファイル全体が着信音として使われます。 
対象となる電話のタイプを選択 
● iPhoneを選択 　- 着信音のタイプはm4rです。
● アンドロイド携帯を選択 - 着信音のタイプはmp3です。
● その他を選択 - 着信音のタイプはmp3です。
ご自身の電子メールアドレスを入力 
作成した着信音を使う電話からアクセスできる電子メールアドレスを入力します。作
成した着信音は電子メールの添付ファイルとしてこのアドレス宛てに送られます。 
着信音を作成し電子メールで送信 
この作業は他の作業よりも少し時間がかかる可能性があります。WavePadが音声を着
信音として変換し、メールに添付して送付するという作業が終わるまでしばらくお待
ちください。 
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ツール - 音声ライブラリからダウンロード
音声ライブラリからダウンロード
WavePadには 音声ライブラリ 
が搭載されており、800個の効果音（SFX）と200個の音楽ファイルを無料で使うこ
とができます。音声ライブラリは「ツール」メニューから> 
「音声ライブラリ」を選択してアクセスします。音声ライブラリにアクセスすると、
各種音声がカテゴリ別に表示された画面が開きます。

一覧の左側でカテゴリを選択し、右側でカテゴリ内の特定の音声を選択します。画面
下部の再生ボタンをクリックすると選択した音声を試聴することができます。気に入
った音声をダウンロードする場合は、画面右下の「ダウンロード」ボタンをクリック
します。
メモ： 音声ライブラリへのアクセスにはインターネット接続が必要です。
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ツール - サラウンドサウンド編集
サラウンドサウンド編集
サラウンドサウド編集機能を使うと、複数の音声トラックをミックスしてサラウンド
サウンドの音声を作成することができます。サラウンドサウンド編集は5.1または7.1
の標準的なスピーカーレイアウトに対応しています。また、2Dスピーカーレイアウト
に対応するよう設定することも可能です。

サラウンドサウンド編集の主な項目は以下の通りです：
   -レーダー画面：
   -レーダー画面を使ってスピーカーや音声トラックの位置を視覚的に調整することが
できます。スピーカーおよび音声トラックは追加や削除が可能です。
   -ファイル一覧：
   -現在開いているファイルが全て「ファイル一覧」画面に表示されます。ここで選択
したファイルがレーダー画面に表示されます。
   -音声トラック：
   -サラウンドサウンド編集で使う音声ファイルは全てモノラルファイルです。複数の
チャンネルがある音声トラックは、チャンネルごとにモノラル音声に分けられファイ
ル一覧に追加されます。トラックを示すアイコンにはトラックの番号が一緒に表示さ
れます。
   -スピーカー：
   -スピーカーは、通常1台のスピーカーを通して再生される、サラウンド音声ミック
ス内の各チャンネルを表します。スピーカーのアイコンにはチャンネルの番号が一緒
に表示されます。
   -LFEスピーカー：
   -通常のスピーカーとは違う特殊なスピーカーで、主に低音増強（LFE）の音声トラ
ックの再生に使われます。LFEスピーカーを使うよう指定された音声トラックは、LF
Eスピーカーのみで再生されます。
   -音量：
   -スピーカーアイコンから中心に向かって伸びる青い線は、スピーカーの音量を表し
ています。音声トラックが選択されている場合、このスピーカーを通して再生される
音声トラックの全体音量の割合が表示されます。
   -パンエンベロープ：
   -複数のスピーカーの間でエンベロープされた音声（時間の経過に伴い変化する音声
）をパン（移動）させることで、音に動きを出すことができます。パンエンベロープ
画面には2本の線が表示されます。黄色い線は左右の動きをコントロールし、緑の線
は上下の動きをコントロールします。
   -空間的ぼかし：
   -複数のスピーカー間の音量の割り振りをコントロールするパラメータです。音声が
トラックごとにばらばらに聞こえないようにするのが主な目的です。値が低いほど個
々の音声が分かれて聞こえます。
   -スピーカーのレベル：
   -サラウンドパンを行う際は全てのスピーカーが同一のレベルになるようデフォルト
設定されていますが、個々のスピーカーに別々のレベルを指定することで設定を変え
ることができます。レベルの値が小さい程パンの際の音が小さくなります（メモ：LF
Eスピーカーにはレベルがありません）。レベルを最低にしたスピーカーは、パンを
行う際に全く音が出ないということになります。
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サラウンドサウンド編集ダイアログには以下のようなオプションがあります：
   -スピーカーを追加する：
   -追加ボタンをClickします。
   -LFEスピーカーを追加する：
   -LFEを追加ボタンをClickします。
   -スピーカーを削除する：
   -マウスを使ってスピーカーを選択しDeleteボタンをclickします。
   -スピーカー設定のプリセットを選択する：
   -「サラウンドパンナー：」からスピーカー設定のプリセットを選択します。
   -トラックの追加/削除：
   -ファイル一覧からトラックを選択または削除します。
   -スピーカー/トラックの位置を変更：
   -クリックしてドラッグ 機能を使ってスピーカー／トラックアイコンを動かします
。
   -音声をLFEスピーカーで再生するよう指定する：
   -トラックをドラッグしLEFスピーカーの上にドロップします。指定されたスピーカ
ーのアイコンが青に変わります。
   -スピーカーレベルを変更する：
   -変更するスピーカーを選択し、スライダを使ってレベルを変更します。
   -空間的ぼかしを変更する：
   -スライダーを使って希望の値に変更します。
   -パンエンベロープ（音の移動効果）をオン/オフにする：
   -トラックを選択しパンエンベロープのチェックボックスをclickします。
   -音の移動をコントロールする：
   -トラックを選択し、サラウンドサウンド編集画面中央にある横長の画面で黄色と緑
の線を使って、コントロールを行う位置とコントロールのタイミングを設定します。
黄色い線は左右の動きをコントロールし、緑の線は上下の動きをコントロールします
。クリックしてドラッグ することで新規ポイントを作成し右クリック することでポ
イントを削除します。赤いカーソルをClickしてドラッグすると音の動きを視覚的に確
認することができます。
   -出力を保存する：
   -全ての設定が完了後、「適用する」ボタンをクリックすると、設定したスピーカー
の数と同じ数のチャンネルが表示された波形画面が作成されます。このファイルはサ
ラウンドサウンドに対応するファイルフォーマット（例：WAV）で保存することがで
きます。
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ツール - ピーク検索機能
ピーク検索機能
このツールを使うと選択した領域中最も音量が大きい場所を検出できます。
ピークの種類を選択する際のオプションは以下の通りです：
● 絶対 選択領域内の一番音量が高い位置を探す
● RMS  

：選択領域内の平均的な音量を探すパラメータのカスタム値を設定することもでき
ます。 RMSウィンドウ  
（ミリ秒単位）はRMSを算出する際に分析される信号の長さです。 RMSオーバー
ラップ率 
（割合）は次のピーク値を検出する際にRMSがどの程度先まで動くかを指定する
割合です。

ピークをマークするためのオプションは以下の通りです：
● 直近のピーク値にカーソルをセットする
● 全てのピーク値をブックマークで特定します
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ツール - ビート検出
ビート検出
自動ビート検出は音声ファイル内で繰り返されるビートのパターンの最適なサンプル
位置を検出するために使われ、フェイズと周波数の全ての可能な組み合わせを検索す
ることで理論的なビートと実際に検出されたビートに最も近いものを最終的なビート
として決定します。

検出されたビートはオレンジ色の点線で表示されます。ビートマーカーを右クリック
して「削除」を選択するとマークを削除できます。
Note: この処理にはかなりの時間がかかる場合があります。 
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オプション - オプション
「ツール」メニューから「オプション」をクリックし、WavePadのオプションダイア
ログを表示します。
メモ： Windows 
8以降ではオプション画面に「ファイルタイプ」のタブがありません。こうしたプラ
ットフォームをお使いで、特定のフォーマットのファイルの再生にWavePadを使うよ
うデフォルト設定したい場合は、Windowsのコントロールパネルから既定のプログラ
ムを選択して設定を行ってください。
● 全般
● 音声
● 録音
● デザイン
● マウス
● 再生
● ホットキーとマクロ
● ファイルのタイプ
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オプション - 全般
新規ファイルの作成時
サンプルレートとチャンネルを確認
新しい音声ファイルを作成する際にサンプルレートとチャンネルを確認するプロンプ
トを表示する場合は、このオプションを選択します。
デフォルトを使用
新しい音声ファイルを作成する際にデフォルトのサンプルレートとチャンネルと使う
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するとデフォルトのサ
ンプルレートとチャンネルを変更することができます。サンプルレートは、毎秒6000
から192000サンプルでなければなりません（詳しくは良く使う音声用語をご覧くだ
さい）。
ファイルを保存する際
ファイル形式の設定を確認する
使用する品質設定でファイルを保存する際にWavePadが表示するメッセージのオプシ
ョンを選択します。このオプションは常に同じフォーマットや設定で保存を行う場合
に便利です。この設定は「保存」、「名前を付けて保存」または「両方」に設定でき
ます。「保存」にのみ設定した場合「名前を付けて保存」でフォーマットの変更を行
うと「保存」作業のデフォルト設定が変更になります（その逆も同じです）。選択で
きるオプションは以下の通りです：

● 常にプロンプトを表示：ファイルの保存時に毎回プロンプトを表示します
● 最初の保存時にプロンプトを表示：（「保存」作業でのみ使えます）ファイルを始

めて保存する際にのみプロンプトが表示されます。以降のファイルには前回使った
ファイルフォーマットの設定が使われます。

● プロンプトを表示しない：「保存」および「名前を付けて保存」のいずれの作業を
行った場合も前回使った設定がデフォルトとして使われます。

ショートカットメニュー
ファイルエクスプローラーのショートカットメニューにWavePadを追加 
WavePadが対応しているフォーマットのファイルを右クリックすると、ファイルエク
スプローラの右クリックメニューにWavePadを使った編集のショートカットが表示さ
れるようにする場合は、このオプションを選択します。例えば、このオプションを選
択した状態で、デスクトップやエクスプローラで.wavファイルを右クリックした際に
「WavePadを使って編集」というショートカットメニューが表示されます。

デフォルトのファイル名
この欄を使ってファイル名の自動入力フォーマットを作成します。
以下のフォーマット（%で囲んだ文字列）がデフォルトで設定されています。
● %autonumber% 　自動増加番号
● %YYYY%　年
● %MM%　月
● %DD%　日
● %HH%　時
● %MIN%　分
● %SS%　秒
「リセット」ボタンをクリックするとフォーマットがデフォルトのものに戻ります（
デフォルトから変えていた場合）。

123

concepts.html


「自動番号をリセット」ボタンをクリックすると、次に作成されるファイルに自動的
に割り振られる番号（ %autonumber% 
のフォーマットを使って割り振られる番号）がゼロになります。
電子メール
WavePadには電子メール送信機能が搭載されています。電子メール送信の設定を行う
には電子メールの詳細設定...ボタンをクリックします。
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オプション - 音声
音声再生デバイス
音声ファイルの再生を行う際に使うデバイスをここで設定します。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、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。
また、お使いになる音声ドライバのモデルを選択することもできます。お使いのサウ
ンドカードがDirectSoundやASIOに対応している場合は、一覧から「DirectSound」
または「ASIO」を選択いただくだけで選択完了です。
お勧めの音声デバイス、ヘッドホン、またはスピーカーについては
お勧めハードウェアのページをご覧ください。
警告
録音中に音質に問題があると思われる場合はお知らせを表示する。
自動トリミングのしきい値
この設定については「自動トリミング」および「無音部分をトリミング」機能の各項
目で詳細をご確認ください。

音声作業フォルダ
WavePadは音声ファイルを読み込む際に、作業中の音声を32ビットのフルクオリテ
ィで音声のコピーを作業フォルダ内に作成することで、編集作業や各種処理をよりス
ピーディーに行うことができるようにします。Cドライブの空き容量が不足している
場合などは、コピーの保存場所を別の一時フォルダに変更することができます。

注意： 
コピーの保存先はあくまでも一時フォルダですので、音楽ファイルの保存場所として
はお使いにならないでください。このフォルダ内のファイルは予告なしに削除される
場合がありますので、大切なファイルはこのフォルダに絶対保存しないでください。
キャッシュファイルの保存 - 
WavePadがファイルを保存する期間を以下のいずれかから選択します：
● 最大28日 - 28日間が過ぎるとファイルが削除されます
● 最大14日 - 14日間が過ぎるとファイルが削除されます
● 終了時に全て削除 - WavePadを終了する際に全てのファイルを削除します
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オプション - 録音
録音デバイス
WavePadが録音を行うデバイスをここで選択します。デバイス一覧から希望のデバイ
スを選択します。
「入力：」の一覧は、選択したデバイスにより変化します。殆どのデバイスには「Wi
ndows録音ミキサー」または「マスター音量」の2つのオプションがあります。Wind
ows録音ミキサーを選択すると、Windows録音ミキサーを開くためのボタンが表示さ
れ、ここから録音の音量を調整できます。「マスター音量」を選択した場合は、オプ
ション画面で直接音量の調整を行うことができます。デバイスによっては、使用でき
るチャンネルが一覧に表示される場合があります。ステレオ音声で録音を行う場合、
WavePadは複数のチャンネルを使いますが、ここでは1つだけ選択します。

音量コントロールの下にある音量のレベルを示すメーターを使って、音量の変化を視
覚的に確認することができます。このメーターに表示される音量は、録音用に選択し
たデバイスが検出した音声のレベルです。メーターの色が黒のままの場合はデバイス
が音声を検出していないことを意味します。
録音音量は通常録音時に0デシベルに達しないよう、必要に応じて調整を行います。
このレベルに達した音声はクリップされるため、音にゆがみが生じ、音質が下がりま
す。
   -重ね録りをデフォルトの録音モードとして使う：
   -録音モードが重ね録り（現在の音声に録音音声を重ねる）に変更されます。
   -録音がスタンバイ状態の時にレベルを表示：
   -録音開始前にDBレベルメーターに音声レベルが表示されます。
お勧めのプロ仕様のマイクは以下のページをご覧ください： お勧めのプロ仕様マイク
自動録音
   -音声起動録音：
   -このオプションが選択されている場合、音声が検出されると同時に自動的に録音を
開始し、無音が続くと録音が一時停止されます。例えば、マイクに向かって話し始め
ると録音が始まり、沈黙すると録音が停止します。録音を開始する音声レベルは、「
無音のしきい値」で設定します。このしきい値で指定した値を超える音声が検出され
ると録音が始まり、しきい値を4デシベル下回ると録音が一時停止します。無音のし
きい値が低すぎると周囲の雑音等に反応して録音が開始されてしまう可能性があり、
また高すぎると大きな声を出さない限り録音が始まらない可能性がありますので、適
切な値を設定してください。適切な値は、周囲の雑音の大きさや、マイクの性能など
、様々な要因で異なりますのでご注意ください。

   -無音のしきい値：
   -これは音声起動を行う際に使われます。無音とみなされる音量レベルをここで設定
します。マイクを使った録音は周囲の雑音も拾ってしまうため、こうした雑音が音声
起動を行ってしまわないようにするためにここで設定を行っておくことが重要になり
ます。無音とみなすしきい値はマイクが拾っている周囲の雑音よりわずかに高い位置
に設定します。周囲のノイズの音量レベルは、使用中のマイクの音量メーターで確認
できます。

   -これ以上無音が続くと録音を停止：
   -
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音声起動録音を行う際に録音される無音部分の長さを調節します。話し声や音楽など
が止まった後も、ここで指定した秒数は無音のままで録音が行われます。無音のしき
い値が低く設定されている場合は、この値は0で指定しても問題が無いはずです。
しおり
録音の開始地点と終了地点に自動的にしおりが挿入されます。新規ファイルへの録音
や、ファイル全体を選択した状態で録音を行った場合はしおりは挿入されません。
録音のページもご参照ください。
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オプション - VST
VSTプラグイン
プログラムに読み込むVSTプラグインの保存場所をここで指定します。
一覧内のフォルダはチェックボックスを使って選択することができます。今は使う予
定がないVSTが入っているフォルダはチェックボックスを外しておくことで読み込み
が行われませんが、フォルダのパス自体は一覧に残しておくと今後また読み込む必要
が生じた際に再度パスを探す必要がありません。
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オプション - デザイン
オプション
全体が表示されるようファイル画面を自動調整 
このオプションを選択すると、WavePadに読み込んだファイル画面が全て自動的に縦
方向に並んで表示されます。常に全てのファイルが見える状態にしておきたい場合に
便利な機能です。
他の画面が最大化されている場合、新しく開くファイルも最大化する 
他のファイルが全画面表示されている場合は、新しく開いたファイルもWavePad上で
全画面表示されるようにする場合はこのオプションを選択します。複数のファイルが
開いている場合は、波形画面の下部にタブ形式でそれぞれのファイル名が表示され、
これをクリックすることで各画面を表示することができます。
しおりの作成時に毎回しおり一覧を表示 
このオプションを選択すると、新しいブックマークが作成されるたびにブックマーク
一覧ダイアログが表示されます。
デフォルトで波形上にデシベル（db）マーカーを表示 
波形画面にデシベルを表す線を表示します。各線はそれぞれ、0デシベル、-6デシベ
ル、-12デシベル、および-18デシベルを表します。0デシベルは音量全開を意味し、
約6デシベル下がるごとに音量が半分になります。
「お気に入り」タブを表示 
ここにチェックを入れると、メイン画面に「お気に入り」タブが表示されます。お気
に入りタブには、良く使う機能などを自由に追加/削除することができるので、必要な
機能にすぐアクセスできるようになり、作業効率が大幅にアップします。
貼付けたクリップの後ろに領域を自動挿入 
クリップを貼り付ける際はWavePadが自動的に領域を挿入するようにする場合はこの
オプションを選択します。デフォルトの領域名はPastedClipです。<filename>@<re
gion start= time=>-<region end= time=>。領域名は「領域一覧」画面（Ctrl + 
Shift + R）で変更できます。</region></region></filename>
スタート画面を表示 
これを選択すると、起動時にWavePadのスタート画面が表示されます。
波形の下に拡大鏡ツールを表示する 
これを選択すると、dBレベル表示の左側にある一番下のツールバーにある拡大鏡ツー
ルが表示されます。
波形選択用ツールの右クリックメニューを表示 
波形の選択時によく使うツールのコンテキストメニューを表示する場合はこれを選択
します。
周波数解析画面を表示 
これを選択すると、dBレベル表示の左側にある一番下のツールバーにあるスペクトラ
ムアナライザが表示されます。
録音が大きすぎる場合に通知を表示 
これを選択すると、録音が大きすぎる場合に下部に通知が表示されます。
CDの挿入時にプロンプトを表示 
これを選択すると、CD が挿入されるたびに情報ダイアログ 
ボックスが表示されます。
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オプション - マウス
マウス
ズームオプション 
再生カーソル位置にズーム
現在プロジェクトの再生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。
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オプション - 再生
再生オプション
ファイルを開くと自動再生
WavePadでファイルを開くと自動的に再生を行うようにする場合はここにチェックを
入れます。
編集またはエフェクト追加後、自動再生
ファイルに編集を行ったりエフェクトを加えた後はファイルを自動的に再生するよう
にする場合はここにチェックを入れます。
しおりへ移動すると自動再生
しおりをした箇所を選択すると自動的に再生を行うようにする場合はここにチェック
を入れます。
領域を選択後ファイルを自動再生
領域を選択すると自動的に再生を行うようにする場合はここにチェックを入れます。
早送りと早戻し時に音量を8デシベル下げる
このオプションにチェックを入れると、WavePadで音声の早戻しや早送りをする際は
再生音量を8デシベル下げます。
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オプション - ホットキーとマクロ
良く使う編集機能やエフェクトがある場合は、「キー」タブでこうした機能やエフェ
クトにショートカットキーを設定することができます。WavePadで作業中は、ここで
設定したキーのコンビネーションを押すだけで、必要な作業を行うことができるので
、作業スピードをアップすることができます。
新しいショートカットキーを作る： 
1. WavePadのオプション画面を開き、「キー」タブをクリックします。
2. 「追加」ボタンをクリックします。
3. ショートカットキーとして使うキー（またはキーのコンビネーション）を押します

。
4. 表示された画面で「追加」ボタンを押します。
5. このキーを押した際に行われる作業を選択します（複数選択可）。
6. OKをクリックします。
今後はここで指定したキーを押すだけで、指定した作業が行われます。 
何らかのデータや設定が必要な機能を選択した場合は、このキーを押した際にデータ
等を確認するプロンプトが表示されます。
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オプション - ファイルのタイプ
Windows XP、Windows VistaおよびWindows 
7をお使いの場合、WavePadを既定のプログラムに設定する方法には以下の2通りが
あります
● ツールメニューからオプション画面を開き、ファイルタイプのタブで設定する こ

こでチェックを入れたフォーマットのファイルを開く際は、WavePadがデフォル
トで使われます。例えば.mp3を選択した場合、WavePadがインストールされてい
るコンピュータでmp3ファイルをダブルクリックすると必ずWavePadを使ってフ
ァイルが開くということです。

● Windowsのコントロールパネルから既定のプログラムを選択して設定する 
メモ： Windows 
8以降ではオプション画面に「ファイルタイプ」のタブがありません。こうしたプラ
ットフォームをお使いで、特定のフォーマットのファイルの再生にWavePadを使うよ
うデフォルト設定したい場合は、Windowsのコントロールパネルから既定のプログラ
ムを選択して設定を行ってください。 
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オプション - メトロノームを使った録音
メトロノームを使った録音
WavePadには指定したテンポと拍子で音を鳴らすメトロノームが内蔵されています。
ツールバーのメトロノームボタンををクリックすることで簡単にメトロノームのオン
とオフを切り替えられます。メトロノームがオンになっている場合、メトロノームの
ビートはスピーカーを通してのみ再生され、録音中の音声には録音されません。ただ
し、ヘッドホンを使っていない場合はスピーカーから再生されるメトロノーム音をマ
イクが拾ってしまう可能性がありますのでご注意ください。

BPMと拍子の調整
テンポと拍子は同じツールバーの設定ダイアログで設定できます。新しいBPM（1分
あたりのビート数）を指定することで拍子を変更できます。デフォルトでは1分あた
りのビートは120に設定されており、この値を10～320に変更することができます。

カスタマイズしたメトロノーム音声を選択
独自のメトロノーム音を選択する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WavePadはデフォルトのメトロノーム音を使用します。
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オプション - 表示方法
表示方法
作業スペースをカスタマイズして、より快適に作業を行うためのオプションです。こ
うしたオプションは「画面表示」メニューをクリックするか、波形画面の右下部にあ
るボタンをクリックすることで使うことができます。
コマンドバー：コマンドバーは最近使ったファイルやチュートリアル動画、基本ツー
ルなどのリンクの一覧です。表示/非表示の切替えや位置の切替え（左右）などを行う
ことができます。
ズーム：全体から特定の領域の波形にクローズアップしたり、その逆を行ったりしま
す。
波形画面のオプション:
デフォルト表示：画面表示を既定の表示（1つの波形、デフォルトの色、デシベルマ
ーカー非表示など)に戻します。
サンプル編集モード：パソコンのマウスを使って波形内の音声サンプルを個々に変更
できます。
波形表示 + 上 ／ - 下：左右のチャンネルを1つの波形にまとめます。
波形表示　左チャンネルを上／右チャンネルを下：中心線の上に左チャンネルの波形
を表示し、下に右チャンネルを表示します。
各チャンネルを別々に表示：左右のチャンネルがそれぞれ別々の波で表示されます。
個別チャンネル編集：左右のチャンネルを個別に編集できます。
周波数スペクトラムを線形表示：周波数スペクトラムを線形でで表示します。
周波数スペクトラムを対数目盛表示：周波数スペクトラムを対数目盛で表示します。
デシベルマーカーを表示：波形のデシベルマーカーを表示します。
チャンネルごとに色を変える：（ステレオ音声にのみ使えます）左右のチャンネルを
異なる色で表示します
種類別に色分け：種類（音楽、ボイス、打楽器など）に応じて波形の色を変えて表示
します。
編集マーカーを表示 - 編集した部分に縦線のマーカーを表示します。
音声ビートマーカーを表示：音声ビートの位置を表示します。
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出力フォーマット - WavePad出力フォーマット
WavePadではほぼ全てのフォーマットの保存時に、フォーマットの設定を確認するダ
イアログが表示されます。このダイアログは「ファイル」メニューから「名前を付け
て保存」を選択し、出力フォーマットを指定すると表示されます。各設定ダイアログ
の内容は以下の通りです：

設定可能なフォーマットは以下の通りです：
● Wav
● Mp3
● Vox / Raw
● Mpc
● Ape
● Spx
● Aif / Aiff / Aifc
● Au
● FLAC
● AAC / M4A / MP4
● DCT
● Ogg
● AMR
● Wma
● MP1/MP2
● RSSプレイリスト
● M3Uプレイリスト
● PLSプレイリスト
● WPLプレイリスト
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出力フォーマット - WAV設定
設定
プルダウンメニューから希望の設定を選択します。「カスタム」以外の設定を選択す
ると、自動的に「エンコード」と「フォーマット」が指定されます。
新しい設定の追加や既存の設定の削除を行うことも可能です。新しい設定を追加する
場合は、「設定」から「カスタム」を選択し、「エンコード」と「フォーマット」を
独自に指定します。既存の設定を削除する場合は、設定名を選択し「削除」ボタンを
クリックします。

フォーマット
ここで行った設定でWaveファイルのエンコードが行われます。
フォーマット
Waveエンコードのビットレート、サンプルレート、チャンネル数を選択します。「
フォーマット」のプルダウンメニューの内容は、「エンコード」で何を選択したかに
より変わります。

137



出力フォーマット - MP3設定
固定ビットレート（CBR）
固定ビットレートを使って音声をエンコードする場合はここにチェックを入れます。
ビットレートのプルダウンメニューから特定の値を選択することができます。
「高音質エンコード」にチェックを入れると、出力音声の音質が良くなりますが、エ
ンコード処理にかかる時間が長くなります。
可変ビットレート（VBR）
CBRよりも優れた音質で保存が可能な可変ビットレートを使って音声をエンコードす
る場合はここにチェックを入れます。可変ビットレートを使う場合は、それぞれのプ
ルダウンメニューを使って最小ビットレートと最大ビットレートを指定してください
。

「音質」オプションで指定した値はファイルの音質を決定します。質が高くなるほど
保存後のMP3ファイルのサイズが大きくなります。0を選択すると、最も音質が良く
サイズが大きいファイルが作成されます。
メモ： 
ビットレートの設定に応じて、エンコーダが適切な出力サンプルレートの設定を行い
ます。
チャンネル
MP3がステレオ、ジョイント、強制またはモノラルのいずれであるかを指定します。
「強制」を選択すると、エンコード処理の際全てのフレームにms_stereoを強制し処
理速度を速めます。
メモ： 
ソースファイルがモノラルの場合、変換後のファイルもモノラルとなる可能性が高い
です。バグではありません。
エラー保護
このオプションを選択すると、MP3ファイルにCRC情報を追加することで、ファイル
を欠陥のあるメディアに保存することなどで発生する可能性のある小規模な破損から
ファイルを守ります。
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出力フォーマット - Vox/Raw設定
フォーマット
データのフォーマットをプルダウンリストから選択します。
サンプル
プルダウンメニューからサンプルレートを選択するか、特定の値を入力します。
チャンネル
プルダウンリストからファイルにエンコードされるチャンネル数を選択します。
作成したvoxまたはrawファイルを読み込むまたは再生する場合は、変換時に指定した
vox/rawのエンコード設定を覚えておく必要がありますのでご注意ください。正しい
設定が指定されなかった場合、正しく再生されない可能性があります。
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出力フォーマット - OGG設定
音質エンコード
音質設定を使って音声をエンコードする場合はここにチェックを入れます。設定値は
0～10の間で、0が最低音質（ファイルサイズ最小）、10が最高音質（ファイルサイ
ズ最大）です。エンコーダがファイルのエンコードに使う（平均）ビットレートは、
選択された音質設定や、オリジナルファイルのサンプルレート、またチャンネル数に
より決定されます。

可変ビットレート（VBR）
可変ビットレートを使って音声をエンコードする場合はここにチェックを入れます。
可変ビットレートを使う場合は、それぞれのプルダウンメニューを使って最小ビット
レートと最大ビットレートを指定してください。
メモ： 
ビットレートの設定に応じて、エンコーダが適切な出力サンプルレートの設定を行い
ます。
チャンネル
出力ファイルをモノラル（1チャンネル）またはステレオ（2チャンネル）のいずれか
から選択します。
メモ： 
ソースファイルがモノラルの場合、変換後のファイルもモノラルとなる可能性が高い
です。バグではありません。
コメントを破棄
オリジナルの音声ファイル内にあるコメントを破棄するかどうかを指定します。主に
OGGまたはOGG Flacフォーマットに当てはまります。
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出力フォーマット - FLAC設定
圧縮レベル
FLACファイルの圧縮レベルを決定します。圧縮レベルを高くすることで音質に変化
は生じませんが、エンコード時間は長くなります。

サンプルレート
出力ファイルに使われるサンプルレートを選択します。サンプルレートが高い程、出
力音声が良くなります。

チャンネル
出力ファイルをモノラル（1チャンネル）またはステレオ（2チャンネル）のいずれか
から選択します。
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出力フォーマット - AAC/M4A設定
平均ビットレート（ABR）
平均ビットレートを使って音声をエンコードする場合はここにチェックを入れます。
ビットレートのプルダウンメニューから特定の値を選択することができます。

可変ビットレート（VBR）
ABRエンコードよりも優れた音質で保存が可能な可変ビットレートを使って音声をエ
ンコードする場合はここにチェックを入れます。このモードで選択する必要があるの
は、音質の値のみです。値は10％～500％の間で、値が高い程音質が良くなり、出力
ファイルのサイズが大きくなります。

詳細オプション
更に高度なエンコード設定を行う必要がある場合は、このオプションを使います。詳
細オプションで設定が可能な項目は以下の通りです：

強制的にMPEG2に出力
AAC 
MPEG2音声を使って強制的にエンコードを行います（ここにチェックが入ってない
場合のデフォルトは、AAC MPEG4音声です）。

TNS(時間領域雑音整形）を無効にする
出力音声の音質を良くする可能性がある、TNS(時間領域雑音整形）の使用を無効にし
ます。
メモ： 
出力チャンネル数（モノラルまたはステレオ）を選択するオプションは、このバージ
ョンには搭載されていませんが、将来的に発売されるバージョンのWavePadに搭載を
予定しています。
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出力フォーマット - AMR設定
AMR狭帯域は携帯電話の着うたや着メロに良く使われるフォーマットです。WavePa
dで編修した音声をAMRフォーマットで保存するだけで、簡単に着うたや着メロを作
ることができます。保存できる音声の長さは、携帯電話のメモリの空き容量により異
なります。AMRファイルはBluetoothや赤外線、ケーブルなどを使って携帯電話に転
送することができます。転送方法についての詳細はお使いの携帯電話の仕様書をご覧
ください（また、お使いの携帯電話がAMRフォーマットに対応しているかどうかにつ
いてもご確認ください）。

AMRフォーマットに関する設定はビットレートのみです。ビットレートによりAMR
ファイルの音質が決まります。ビットレートが低い程AMRファイルの音質も低くなり
ますが、ファイルのサイズは小さくなります。逆にビットレートが高いとAMRの音質
も良くなりますが、ファイルのサイズは大きくなります。必要に応じて最適なビット
レートをお選びください。
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出力フォーマット - RSSポッドキャスト設定
ポッドキャストとは、話し声や音楽など様々な音声が録音されたファイルで、録音後
はインターネットサーバーにアップロードされます。アップロードされたポッドキャ
ストは、ポッドキャスト検索用プログラムを使って誰でもダウンロードできるように
なります。ポッドキャストには以下の2つのコンポーネントが含まれます：
● RSSファイル：ポッドキャスト用プログラムが情報を得るためのファイルです。音

声ファイル名やサイズ、保存先URLなど、ポッドキャストの録音音声に関する情
報が含まれています。

● MP3ファイル：実際に音声が録音されているファイルです。ポッドキャスト用プ
ログラムによってのみダウンロードされます。

WavePadで録音と編集の両方を行う形で、ポッドキャスト用のファイルを一から作成
することができます。また、ポッドキャストが完成した後は、WavePadのFTP機能を
使ってインターネットサーバーに簡単にアップロードすることができます（お使いの
サーバーがFTPに対応している場合）。「ファイル」メニューから「ファイルを送信
」をクリックし、「FTPサーバーにアップロード」を選択することでアップロードを
行うことができます。必ずRSSとMP3ファイルの両方をアップロードしてください。
ポッドキャストをダウンロードするには、ダウンロード用のプログラム（例：iPodde
rなど）をお使いのコンピュータにインストールしてください。

RSSポッドキャストの設定ダイアログの項目は以下の通りです：
ルートURL 
：ポッドキャストをアップロードする先のURLです。「http://」で始まるアドレスが
必要です。
MP3設定 
：「MP3設定」ボタンをクリックしてMP3設定画面を開き、MP3録音用のフォーマ
ットを設定します（詳しくはMP3設定 ダイアログをご覧ください。）
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出力フォーマット - M3Uプレイリスト設定
M3Uプレイリストは実際の音声ファイルのリンク先が入ったテキストファイルで、実
際の音声は含まれていません。M3UファイルはWinAmp（http://www.winamp.com
）に読み込むことができます。
WavePadではM3Uはインターネットサーバーから音声ファイルをストリームする目
的でのみ使われ、現在のところ他の目的には使われていません。M3Uファイルに保存
を行うとWavePadが以下のコンポーネントを作成します：
● M3Uファイル：WinAmpで再生するファイル。
● MP3ファイル：実際に音声が保存されているファイル。
WavePadで録音と編集の両方を行う形で、M3Uファイルを一から作成することがで
きます。また、WavePadのFTP機能を使って、MP3ファイルをインターネットサー
バーに簡単にアップロードすることができます（お使いのサーバーがFTPに対応して
いる場合）。「ファイル」メニューから「ファイルを送信」をクリックし、「FTPサ
ーバーにアップロード」を選択することでアップロードを行うことができます。他の
ユーザーがプレイリストにアクセスできるようにするためには、M3UとMP3の両方
のファイルをアップロードする必要があります。プレイリストが正しく機能すること
を確認する場合は、インターネットサーバーからM3Uファイルをダウンロードし、W
inAmpで再生してみてください。

M3Uプレイリストの設定ダイアログの項目は以下の通りです：
ルートURL：
音声ファイルをアップロードまたは保存する先のURLです。このURLは以下いずれか
のフォーマットです： 
   -完全URL
   -完全URLでM3Uファイルを作成すると、httpから音声ファイルにアクセスできる
限り、もしくは音声ファイルがコンピュータ上またはLAN上に存在する限り、M3U
ファイルがどこにあっても再生することができます。 
   -一般的なhttp URL
   -例：http://www.music.com/
   -ローカルコンピュータ上のファイルURL
   -例：C:\music\
   -相対URL
   -音声ファイルに相対する特定の場所にM3Uファイルを保存する必要があります。 
   -ルート相対URL
   -例えば「\music」を指定し、M3UをCドライブのいずれかの場所から再生した場
合、「C:\music」から音声ファイルを検索します。
   -ディレクトリ相対URL
   -例えば「\music」を指定し、M3Uを「C:\mp3」から再生した場合、「C:\music
」から音声ファイルを検索します。
MP3設定
「MP3設定」ボタンをクリックしてMP3設定画面を開き、MP3録音用のフォーマッ
トを設定します（詳しくはMP3設定 ダイアログをご覧ください。）
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出力フォーマット - PLSプレイリスト設定
PLSファイルは実際の音声ファイルのリンク先が入ったテキストファイルで、実際の
音声は含まれていません。PLSファイルはWinAmp（http://www.winamp.com）に
読み込むことができます。
WavePadではPLSはインターネットサーバーから音声ファイルをストリームする目的
でのみ使われ、現在のところ他の目的には使われていません。PLSファイルに保存を
行うとWavePadが以下のコンポーネントを作成します：
● PLSファイル：WinAmpで再生するファイル。
● MP3ファイル：実際に音声が保存されているファイル。
WavePadで録音と編集の両方を行う形で、PLSファイルを一から作成することができ
ます。また、WavePadのFTP機能を使って、MP3ファイルをインターネットサーバ
ーに簡単にアップロードすることができます（お使いのサーバーがFTPに対応してい
る場合）。「ファイル」メニューから「ファイルを送信」をクリックし、「FTPサー
バーにアップロード」を選択することでアップロードを行うことができます。他のユ
ーザーがプレイリストにアクセスできるようにするためには、PLSとMP3の両方のフ
ァイルをアップロードする必要があります。プレイリストが正しく機能することを確
認する場合は、インターネットサーバーからPLSファイルをダウンロードし、WinAm
pで再生してみてください。

PLSプレイリストの設定ダイアログの項目は以下の通りです：
ルートURL：
音声ファイルをアップロードまたは保存する先のURLです。このURLは以下いずれか
のフォーマットです： 
   -完全URL
   -完全URLでPLSファイルを作成すると、httpから音声ファイルにアクセスできる限
り、もしくは音声ファイルがコンピュータ上またはLAN上に存在する限り、PLSファ
イルがどこにあっても再生することができます。 
● 一般的なhttp URL（例：http://www.music.com/）
● ローカルコンピュータ上のファイルURL（例：C:\music\）
   -相対URL
   -音声ファイルに相対する特定の場所にPLSファイルを保存する必要があります。 
● 例えば「\music」を指定し、PLSをCドライブのいずれかの場所から再生した場合

、「C:\music」から音声ファイルを検索します。
● 例えば「\music」を指定し、PLSを「C:\mp3」から再生した場合、「C:\music

」から音声ファイルを検索します。
MP3設定
「MP3設定」ボタンをクリックしてMP3設定画面を開き、MP3録音用のフォーマッ
トを設定します（詳しくはMP3設定 ダイアログをご覧ください。）
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出力フォーマット - WPLプレイリスト設定
WPLファイルは実際の音声ファイルのリンク先が入ったテキストファイルで、実際の
音声は含まれていません。WPLファイルはバージョン10以上のWindows Media 
Playerにのみ読み込むことができます（http://www.microsoft.com/windows/wind
owsmedia/default.aspx）
WavePadではWPLはインターネットサーバーから音声ファイルをストリームする目
的でのみ使われ、現在のところ他の目的には使われていません。WPLファイルに保存
を行うとWavePadが以下のコンポーネントを作成します： 
● WPLファイル：Windows Media Playerで再生されるファイルです。
● MP3ファイル：実際に音声が保存されているファイル。
WavePadで録音と編集の両方を行う形で、WPLファイルを一から作成することがで
きます。また、WavePadのFTP機能を使って、MP3ファイルをインターネットサー
バーに簡単にアップロードすることができます（お使いのサーバーがFTPに対応して
いる場合）。「ファイル」メニューから「ファイルを送信」をクリックし、「FTPサ
ーバーにアップロード」を選択することでアップロードを行うことができます。他の
ユーザーがプレイリストにアクセスできるようにするためには、WPLとMP3の両方の
ファイルをアップロードする必要があります。プレイリストが正しく機能することを
確認する場合は、インターネットサーバーからWPLファイルをダウンロードし、Win
dows Media Playerで再生してみてください。

WPLプレイリストの設定ダイアログの項目は以下の通りです：
ルートURL：
音声ファイルをアップロードまたは保存する先のURLです。このURLは以下いずれか
のフォーマットです： 
   -完全URL
   -完全URLでWPLファイルを作成すると、httpから音声ファイルにアクセスできる限
り、もしくは音声ファイルがコンピュータ上またはLAN上に存在する限り、WPLファ
イルがどこにあっても再生することができます。 
● 一般的なhttp URL（例：http://www.music.com/）
● ローカルコンピュータ上のファイルURL（例：C:\music\）
   -相対URL
   -音声ファイルに相対する特定の場所にWPLファイルを保存する必要があります。 
● ルート相対URL：例えば「\music」を指定し、WPLをCドライブのいずれかの場

所から再生した場合、「C:\music」から音声ファイルを検索します。
● 例えば「\music」を指定し、WPLを「C:\mp3」から再生した場合、「C:\music

」から音声ファイルを検索します。
MP3設定
「MP3設定」ボタンをクリックしてMP3設定画面を開き、MP3録音用のフォーマッ
トを設定します（詳しくはMP3設定 ダイアログをご覧ください。）
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詳細 - コマンドラインオプション
WavePadはコマンドラインを使って効率よく作業することができます。WavePadの
実行可能ファイルは通常C:\Program Files\NCH 
Software\WavePad\wavepad.exeにあります。コマンドラインの使い方は以下の通
りです：
使い方： wavepad.exe [オプション] [編集するファイル] 
[オプション]にはWavePadに対して発する各種のコマンドが入ります。オプションは
以下の通りです： 
   --save
   -現在作業中のファイルを保存します。
   --saveas <ファイルパス>
   -出力ファイルの保存場所の絶対パスをファイルパスとして、作業中のファイルを新
しい名前やフォーマットで保存します
   --play
   -現在作業中のファイルを再生します。
   --record
   -音声を録音します。
   --stop
   -現在再生中のファイルの再生を停止します。
   --restart
   -再生カーソルをファイルの先頭に戻します。
   --close
   -現在作業中のファイルを閉じます。
   --exit
   -WavePadを終了します。
   --minimize
   -WavePad画面をシステムトレイに格納します（最小化）。
   --maximize
   -WavePad画面をタスクバーを除くコンピュータ画面全体に表示します（最大化）
。
   --restore
   -最大化または最小化されたWavePad画面を、元のサイズと位置に戻します。
   --window <幅> <高さ>
   -WavePad画面の幅と高さを指定します。 
「幅」はピクセルを単位とした画面の幅で、「高さ」はピクセルを単位とした画面の
高さです。
   --list [listfilepath]
   -ListFilePathはWavePadに読み込むファイルの一覧が含まれたテキストファイルで
す。1行につき1つのファイルパスを入力します。
   --batch
   -   --batch [ファイルパス] [ファイルパス]
   -WavePadで一括処理を行うファイルを一覧に追加します。 
ファイルパスを指定せずにこのコマンドを使うと、WavePadは一括処理画面を開きま
す。 
[ファイルパス]には一括処理を行うファイルの一覧に追加するファイルの絶対パスを
入力します。
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   --batch -inpdir [フォルダパス] [ファイルパス] [ファイルパス]
   --inpdirオプションはフォルダおよびサブフォルダからファイルを追加します。 
[フォルダパス]には必要な音声ファイルが含まれているフォルダの絶対パスを入力し
ます。 –inpdirコマンドを使って特定のファイル一覧を使うこともできます。
   --batch [スクリプトファイルのパス] -inpdir [フォルダパス] [ファイルパス]
   -[スクリプトファイルのパス]は特定のファイルに適用された全てのコマンドが入っ
たスクリプトファイルのパスです。 
WavePadで使えるバッチスクリプトファイルの拡張子は.wpbです。 
スクリプトファイルの絶対パスが入力されない場合、WavePadは-inpdirコマンドか
らスクリプトファイルの検索を試みます。

   --batch [スクリプトファイルのパス] -inpdir [フォルダパス] [ファイルパス] 
–destdir [出力フォルダ]
   --destdirは出力ファイルの保存先を指定します。 
出力ファイルの保存先のパスは[出力フォルダ]の欄に入力します。 
–destdirコマンドが使われていない場合、–inpdirで指定したパスが保存先フォルダと
して使われます。
   --batch [スクリプトファイルのパス] -inpdir [フォルダパス] [ファイルパス] 
–output .mp3
   --outputでは変換されたファイルの出力フォーマットを指定します。 
フォーマット名はドット（.）で始まる拡張子です（例：.mp4や.wavなど）。
   --batch [スクリプトファイルのパス] -inpdir [フォルダパス] [ファイルパス] 
–output .mp3-run
   --runは一括処理コマンドを実行します。実行後は一括処理機能を終了しますが、W
avePadは終了しません。
   --batch [スクリプトファイルのパス] -inpdir [フォルダパス] [ファイルパス] 
–output .mp3-quit
   --quitオプションを使うと一括処理作業を完了後WavePadを終了します。
   -[編集するファイル]
   -WavePadに読み込むファイルをここに入力します。ファイル名は半角カンマで囲
った絶対パスを入力します。
例：
wavepad.exe -save -close
wavepad.exe -saveas "C:\\My Music\\MyNewFile.mp3" -exit
wavepad.exe -minimize
wavepad.exe -maximize
wavepad.exe -restore
wavepad.exe -window 800 600
wavepad.exe -batch "C:\\My Music\\MyNewFile.mp3"
wavepad.exe -batch -inpdir "C:\\MusicFolder" "C:\\My Music\\MyNewFile.mp3"
wavepad.exe -batch -inpdir "C:\\MusicFolder" "C:\\My Music\\MyNewFile.mp3" 
script.wpb
wavepad.exe -batch -inpdir "C:\\MusicFolder" script.wpb -destdir "C:\\Convert" 
-output .wav -run
wavepad.exe -batch "C:\\My Music\\MyNewFile.mp3" -destdir "C:\\Convert" 
-output .wav -quit
wavepad.exe -list "C:\\My Music\\MyFileList.txt"
wavepad.exe "C:\\My Projects\\WavePadProject.wpp"
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wavepad.exe "C:\\My Music\\Music1.wav" "C:\\My Music\\Music1.mp3"
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総合カタログ - お勧めのプログラム
関連ソフトタブから以下の関連ソフトをダウンロードすることができます。詳しくは
音声ソフトのページをご覧ください。 
● MixPad 多重録音ソフト 

：プロの音声プロダクションにもご満足頂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。いろいろな音声・音楽ファイルをいくつでも重ねることがで
きます。 

● SoundTap ストリーミング録音ソフト 
：コンピュータで再生できる音声なら何でも録音できます。録音した音声はmp3
やwavファイルに保存できます。 

● Voxalボイスチェンジャー 
：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。 

● Zulu DJソフト 
：アマチュアからプロの方までお使いいただける、パワフルなDJソフトです。エ
フェクトを適用しながら、ライブでDJを行うことができます。 

● Express Burn ディスク書き込みソフト 
：CDやDVD、ブルーレイへの書き込みを誰でも簡単に素早く行うことができます
。 

● Express Rip CDリッピングソフト 
：完璧なデジタル音質で、CDから音声を簡単にMP3やWAVファイルに抽出しま
す。 

● Switch 音声ファイル変換ソフト 
：様々なフォーマットの音声ファイルを簡単に素早く変換・エンコードします。 

● Golden Records レコードからCD変換ソフト 
：レコードやカセットテープの音声をCDやMP3ファイルに変換します。 

● VideoPad 動画編集ソフト 
：プロ顔負けのビデオ作品をあっという間に作成できる多機能ソフト。 

● Tone Generatorテスト信号生成ソフト 
：音声のテストトーンや正弦波、方形波、三角波、ノコギリ波、インパルス、ホワ
イト、またはピンクノイズを作成するソフトウェアです。 

● Crescendo楽譜作成ソフト 
：本格的な楽譜の作成と印刷が簡単にできる人気ソフトです。 
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トラブルシューティング - 音声入力がありません
音声入力が無い場合や音声入力デバイスからの音質が悪い場合は以下のような原因が
考えられます： 
● サウンドカードドライバが最新のものに更新されていない
● 音声拡張機能に互換性が無い
● チャンネル設定の問題
● マイクのプライバシー設定
● 選択したデバイスが正しくありません
サウンドカードドライバが最新のものに更新されていない
サウンドカードドライバのアップデート方法：
● デバイスマネージャーを開く（ Windowsキー＋Rキーを押して devmgmt.mscと

入力すると開きます） 
● 以下をダブルクリックします： サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー

● サウンドカードを一覧で右クリックし以下をクリックします： ドライバーの更新

音声拡張機能に互換性が無い
マイクロソフトとサードパーティーの業者からお使いのシステム専用のハードウェア
の音声用に拡張機能のパッケージが提供されています。こうしたパッケージを音声拡
張機能と呼びます。この拡張機能が稀に音声やサウンドシステムに問題をきたす場合
があります。音声に問題が生じた場合はこうした機能を無効にすることで問題が解決
する場合があります。

● サウンドのコントロールパネルを開く（ Windowsキー＋Rキーを押して mmsys.c
plと入力すると開きます） 

● 以下へ移動します： 録音 タブ。
● 入力デバイス（例：マイク）を右クリックして プロパティからご覧いただけます

。
● 以下へ移動します： 詳細 タブをクリックし、以下のチェックを外します： オーデ

ィオ機能拡張を有効にする
● 適用 ボタン
チャンネル設定の問題
入力デバイスは特定のチャンネル設定に問題がある可能性があります。WavePadでチ
ャンネル設定を変更してみてください（例：モノラルの代わりにステレオを使う）。
チャンネル設定を変更するにはしてください。
マイクのプライバシー設定
お使いのパソコンの入力デバイスにWavePadがアクセスすることを許可する必要があ
るようです。Windowsの設定を確認：
● Windowsボタンを押す
● タイプマイクのプライバシー設定、以下のリンクをクリック：
選択したデバイスが正しくありません
WavePadオプションで別の録音デバイスが選択されている可能性があります。これを
確認するには、次の方法でWavePadの録音オプションを開きます：
● 以下へ移動します： Homeタブを押してオプションボタンを押してWavePad設定

画面を開きます
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● 以下へ移動します： 録音タブ
● 以下にチェックを入れる：デバイス および 以下を入力：適切な値が選択されてい

る場合
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トラブルシューティング - 音声出力なし
再生中に音声が検出されない原因として以下のことが考えられます：
● 音声ドライバが破損しているかアップデートされていない
● 再生デバイスが無効になっている
● 再生デバイスが正しいポートに接続されていない
● 音量がミュートになっている
音声ドライバが破損しているかアップデートされていない
音声デバイスドライバのアップデート方法：
● デバイスマネージャーを開く（ Windowsキー+Xをクリックし、デバイスマネー

ジャーを選択します)。
● 以下をダブルクリックします： サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー

● お使いの音声デバイスを右クリックしドライバーの更新。Windowsが音声デバイ
スドライバのアップデートの検索方法を案内します

再生デバイスが無効になっている
再生デバイスを有効にするには:
● デバイスマネージャーを開く（ Windowsキー+Xをクリックし、デバイスマネー

ジャーを選択します)。
● 以下をダブルクリックします： サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー

● お使いの音声デバイスを右クリックしオンにするからご覧いただけます。
再生デバイスが正しいポートに接続されていない
音声デバイスが接続されているポートが破損しているか、お使いのパソコンで使用す
るのに必要な構成が行われていない可能性があります。こうした場合は音声デバイス
が意図したとおりに機能しません。
● 再生デバイスが間違ったポートに接続されました。パソコンによっては2種類の音

声ポートがあります。1つはヘッドホン用でもう１つはマイク用です。こうしたパ
ソコンの場合は音声デバイスがヘッドホン用のジャックに接続されていることを確
認してください。

● フロント音声ジャックモジュールとマザーボードの接続が正しくありません。マザ
ーボードとフロント音声ジャックが正しく接続されていることを確認します。

● 必要なポートが音声背一定で有効になっていない可能性があります。インストール
されている音声デバイスドライバを確認します。ドライバのプロパティで検出が有
効になっていることを確認します。

音量がミュートになっている
音量の調整方法：
● Windowsのタスクパーでスピーカーを探します。
● 音量が低すぎたりミュートになっていたりしないことを確認します。
● 音量を上げるには、スライダを右にドラッグします。

154



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。Vi
deoPadを使ったプロジェクトにご自由にお使いください。 
ライブラリの画面には以下のような項目があります：

フォルダツリー 
画面左側にカテゴリごとのフォルダがあります。 
各フォルダにはサブフォルダまたは音声一覧が格納されています。 
音声一覧 
画面右側には現在選択されているカテゴリの音声一覧が表示されます。 
特定の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聞くことができます。 
聞き終わったら停止をクリックします。 
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
ない場合のみ）。 
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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音声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。 
指定した録音フォルダ内のすべての録音音声が一覧表示されます。
録画の再生
録音を再生するには、再生する録音音声を選択して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音声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を押します。末尾まで移動するには、
End キーを押します。録音音声一覧に戻るには、Enter キーを押します。

音声を編集
これを選択すると選択した録音ファイルがWavePad音声ファイル編集ソフトを使って
開かれます。録音した音声の一部の切り取りやコピー、貼り付けや、必要に応じてエ
コー、増幅、ノイズ削減などのエフェクトを挿入したりすることができます。WaveP
adはwavエディタまたはmp3エディタとして機能しますが、vox、gsm、reak 
audio、au、aif、flac、oggなど、他の多くのファイル形式にも対応しています。 

WavePadは直感的な作業で簡単に音声を編集できるように設計されているので、誰で
もあっという間に音声の読み込みや録音、編集ができます。また、必要な場合は更に
多くの機能を使ってプロの音声スタジオでも使われるほどのパワフルな音声編集も可
能です。WavePadはベーシックな無料版と高度なマスター版の2つのバージョンがあ
り、どちらも無料お試しが可能です。 

名前を付けて保存
選択した録音音声がローカルフォルダまたはネットワークフォルダ内の別の位置に保
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、録音音声を選択して[保存]ボタ
ンをクリックし、ファイル名を入力して「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 に書き込む
選択したファイルがExpressBurnにインポートされます。Express 
Burnは独自の最適化システムを使って世界最速のスピードでCD / 
DVDを書き込むことができるプログラムです。データCDへの書き込みをすぐに開始
するインデックスファイルも作成します。 

圧縮とバックアップ
ファイルサイズが大きくなりすぎた場合や音声ファイルのバックアップを行う場合は
、圧縮とバックアップの機能を使います。圧縮とバックアップでは、圧縮後にCDに
直接書き込むか、バックアップフォルダに書き込むかを選択できます。3つの異なる
形式で圧縮できます。圧縮の選択はどの程度の品質の音声にするかで決まります。圧
縮タイプがサンプルファイルの音声のサイズと品質で十分であることをテストしてく
ださい。圧縮とバックアップを行っても、元の音声録音には影響しません。 
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音声ファイルを変換
使いやすい音声変換ソフトSwitchを使って音声ファイルを別の形式に変換します。選
択したファイルをSwitch に挿入して、変換するフォーマットを選択したら[変換] 
ボタンをクリックします。Switchは、wav 
(PCM、ADPCM+、aLaw+、uLaw+、その他)、mp3、au、aif/aiff、gsm、vox、ra
w、ogg、flac、.rss、.amr+ などへの変換に対応しています。 

テープ起こし
Express 
Scribeを使って音声を簡単に書き起こすことができるようになります。Express 
Scribeはフットペダルを使って再生速度や方向を自由に変更しながら文字起こしがで
きるパワフルなテープ起こしソフトです。

録音音声を削除
録音音声を削除するには、音声を選択して[削除]ボタンをクリックします。複数の音
声を選択するには、Shift キーを押しながら選択します。 

フォルダタブ
デフォルトでは、「検索」と「再生」には、ローカルの録音フォルダ内の録音音声の
みが一覧表示されます。
音声ファイルを保存するファイルはデフォルトのものをキープするか、必要に応じて
別のフォルダに変更します。 
ローカルエリアネットワーク経由でファイルを再生する場合は、このプログラムを他
のコンピュータにインストールし、検索と再生ウィンドウが参照しているフォルダを
指定します。 
「フィルタを表示」タブ
「フィルタを表示」タブでは、一覧表示される内容をフィルタで指定したり一覧内を
検索したりすることができます。
各カラムの文字や、音声の再生時間、または録音の日付で表示されるものを検索また
はフィルタできます。 
音声検索タブ
音声検索タブではキーワードを使って特定の音声を検索できます。この機能を使う前
にまず自動音声認識エンジン（ドラゴンスピーチやIBM Via 
Voiceなど）がパソコンにインストールされ選択されている必要があります。マイク
ロソフトは無料の「音声コマンドと制御」エンジン(ファイル名：actcnc.exe)を提供
しており、これはインターネット検索エンジンを使用して見つけることができます。
使用される音声エンジンは、文脈自由文法に対応している必要があることに注意して
ください。オプションで、エンジン用にトレーニング済みの話者を選択することもで
きます。 

音声検索で複数個所に検索キーワードが見つかった場合、ファイルをクリックすると
検出されたキーワードの一覧が表示されます。音声検索ツールは複数の場所にキーワ
ードが見つかった際は見つかった場所にしおりを設定するので、それぞれの検出場所
に簡単にジャンプできます。 

再生オプションタブ
音声ファイルの再生に使う音声デバイスを設定し、「スロー再生」と「高速再生」を
設定して再生速度を変更します。 
「今すぐ更新(新しい録音音声を再スキャン)」をクリックすると、前回の更新以降に
作成または削除された録音音声が一覧に追加または一覧から削除されます。 

157



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。
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
このダイアログボックスには、保存作業中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。動画の形式を検出するには、ホームタブバーの「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、携帯用動画、ロスレス
動画、DVD動画ディスク、DVDデータディスク、画像シーケンス、YouTube、Flick
r、Dropbox、Googleドライブ、OneDrive、またはVimeoのいずれかのオプション
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 - ストリームを選択
音声ストリームを選択する 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
ポップアップ画面を非表示にして音声ストリームを選択
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各画面について - メール送信ダイアログ
メールを送る
電子メールの送信ダイアログは、電子メールを自動的に送信します。メールを送信す
る前に、メール設定を設定する必要があります。まだ行っていない場合は、続行する
前に電子メール設定の入力を求められます。 

メールオプション
   -送信先
   -受信者のメールアドレスを入力します。各メールアドレスの間にカンマを入れます
。
   -件名
   -このフィールドに入力されたテキストは、メールの件名として表示されます。
   -体
   -このボックスに入力されたテキストは、メールの本文として表示されます。
   -フッター
   -このボックスに入力されたテキストは、メールの最後に表示されます。これには、
変更を有効にするために購入が必要になる場合があります。
   -設定
   -このボタンをクリックすると、[電子メール設定]ダイアログウィンドウが開き、電
子メールサーバー、送信アドレスなどを変更できます。
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