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はじめに

ヘルプシステム
WaveLab Elements のヘルプシステムを使用すると、インターフェース機能を
検索したり、プログラムに関する情報を取得したりできます。

ヘルプシステムへのアクセス
ヘルプシステムにアクセスするには、いくつかの方法があります。
•

WaveLab Elements のヘルプを開くには、
「ヘルプ (Help)」>「ヘルプコ
ンテンツ (Contents)」を選択します。

•

PDF 形式のマニュアルを開くには、
「ヘルプ (Help)」>「PDF マニュアル
(PDF Documentation)」を選択します。

•

ツールチップを表示するには、インターフェースアイコンにマウスを合
わせます。

•

アクティブなダイアログのヘルプを開くには、タイトルバー (Windows)
またはダイアログ内 (Mac) のクエスチョンマークアイコンをクリックし
たときに表示される「ヘルプ (Help)」ボタンをクリックするか、[F1]
(Windows) または [Command]+[?] (Mac) を押します。

•

メニューヘルプを使用するには、メニュー項目にマウスを合わせます。

•

「オーディオモンタージュ」ウィンドウで、マウスと修飾キーを使用し
て実行できる編集の種類を表示するには、モンタージュウィンドウにマ
ウスを合わせます。ウィンドウの下部の情報ラインに、ヘルプテキスト
が表示されます。

「これは何 ? (Whatʼs This?)」ヘルプを表示する方法は以下のとおりです。
•

いずれかのウィンドウで、[Shift]+[F1] を押してインターフェース項目に
マウスを合わせるか、または「ヘルプ (Help)」>「これは何 ? (Whatʼs
This?)」を選択します。

•

ダイアログのタイトルバー (Windows) またはダイアログ内 (Mac) のクエ
スチョンマークアイコンをクリックし、インターフェース項目またはメ
ニュー項目にマウスを合わせます。

•

一部の機能においては、
「これは何 ? (Whatʼs this?)」ツールチップに、専
用のヘルプトピックへのリンクが表示されます。
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はじめに
プログラムのバージョンについて

関連リンク
190 ページの「情報ライン」

プログラムのバージョンについて
このマニュアルには、Windows と Mac の両方のオペレーティングシステム用
の内容が記載されています。
一方のプラットフォームに固有の機能や設定は、その旨が明記されています。
記載がない場合は、Windows と Mac の両方に当てはまります。
注意事項 :
•

このマニュアルでは、Windows オペレーティングシステムのスクリー
ンショットが使用されています。

•

Windows オペレーティングシステムの「ファイル (File)」メニューの機
能の一部は、Mac オペレーティングシステムのプログラム名メニューか
ら選択できます。

表記規則
本書では、表記上の要素およびマークアップを使用して説明しています。

表記上の要素
表記上の各要素は、以下の目的で使用されます。
前提
手順を開始する前に完了しておくこと、または満たす必要がある条件を
示します。
手順
特定の結果を得るために必要な手順を示します。
重要
システムや接続されたハードウェアに影響を及ぼす可能性のある事項、
またはデータ損失のリスクを伴う事項を示します。
補足
考慮すべき事項を示します。
例
例を示します。
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結果
手順の結果を示します。
タスク終了後の項目
手順を実行したあとに行なう操作または必要事項を示します。
関連リンク
本書に記載のある関連トピックを示します。

マークアップ
太字のテキストはメニュー、オプション、機能、ダイアログ、ウィンドウな
どの名前を表わします。

例
「レイアウトオプション (Layout Options)」ポップアップメニューを開くには、
「オーディオエディター」の右上角にある「レイアウトオプション (Layout
Options)」をクリックします。
太字のテキストが大なり記号で区切られている場合は、複数のメニューを連
続して選択することを表わします。

例
「ファイル (File)」>「名前を付けて保存 (Save As)」を選択します。

キーボードショートカット
初期設定のキーボードショートカットの多くは修飾キーを使用しますが、修
飾キーの一部はオペレーティングシステムによって異なります。
たとえば、
「取り消し操作」のデフォルトキーボードショートカットは
Windows の場合、[Ctrl]+[Z] ですが、Mac では [command]+[Z] です
([command] はアップルマークのついたキー)。本書では、修飾キーを伴う
キーボードショートカットを記述する場合、まず Windows の修飾キーを挙
げ、次のように記載します。
•

[Windows 修飾キー ]/[Mac 修飾キー ]+[ キー ]

例
[Ctrl]/[Command]+[Z]: Windows では [Ctrl]、Mac では [Command] を押しなが
ら [Z] を押します。
[Alt]/[Option]+[X]: Windows では [Alt]、Mac では [Option] を押しながら [X] を
押します。
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Steinberg 社の Web サイトへのアクセス方法
WaveLab Elements の「ヘルプ (Help)」メニューから追加情報にアクセスでき
ます。
このメニューには、Steinberg 社のさまざまな Web ページへのリンクが表示
されます。いずれかのリンクを選択すると、ブラウザーが自動的に起動し、
該当のページが開きます。製品に関するサポートや互換性の情報、FAQ、更
新情報、他の Steinberg 製品の情報などにアクセスできます。Web サイトに
アクセスするには、コンピューターに Web ブラウザーがインストールされ、
インターネットに接続されている必要があります。

9

システムの設定

作業を始める前に、設定を行なう必要があります。

重要
接続を行なう前に、すべての機器の電源をオフにしてください。

オーディオの接続
システム設定は、作成するプロジェクトの種類、使用する外部機器、使用し
ているコンピューターハードウェアなど、さまざまな要因によって変わって
きます。

サウンドカードとバックグラウンド再生
WaveLab Elements で再生や録音をアクティブにしていると、他のアプリケー
ションはサウンドカードを使用できません。同様に、別のアプリケーション
がサウンドカードを使用している場合、WaveLab Elements は再生を行なえま
せん。ただし、Windows MME ドライバーは例外です。
他のアプリケーションと WaveLab Elements を同時に実行し、アクティブな
アプリケーションが常にサウンドカードを使用するように設定できます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「VST オーディオの
接続 (VST Audio Connections)」を選択します。

2.

「オプション (Options)」タブを選択します。

3.

「ドライバーを解放 (Release Driver)」をオンにします。

4.

以下のいずれかを行ないます。
•

WaveLab Elements がバックグラウンドのときにドライバーを解放したい
場合は、「WaveLab Elements がバックグラウンドの場合 (WaveLab
Elements is in Background)」をオンにします。

•

Cubase が最前面のときにだけドライバーを解放したい場合は、
「Cubase
が最前面にある場合 (When Cubase is in Foreground)」をオンにします。
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レイテンシー
レイテンシーとは、プログラムからオーディオが出力されてから実際に聴こ
えるまでの時間の遅れを表わします。Steinberg Nuendo または Cubase など
のリアルタイム DAW アプリケーションではレイテンシーが非常に低いことが
必須ですが、WaveLab Elements ではそこまで低いレイテンシーは必要ではあ
りません。
WaveLab Elements を操作する際には、最適で安定した再生と編集の精度が重
要になります。
オーディオシステムのレイテンシーは、オーディオハードウェア、ドライ
バー、および設定によって変わってきます。再生中に音飛び、音声ファイル
に含まれないプチノイズ、またはグリッチが発生する場合は、「VST オーディ
オの接続 (VST Audio Connections)」ダイアログの「Options (オプション)」タ
ブで「バッファーの数 (Buﬀer Number)」設定を上げるか、オーディオカード
側の ASIO コントロールパネルでバッファーサイズを増やします。
関連リンク
12 ページの「「VST オーディオの接続 (VST Audio Connections)」タブ」

VST オーディオ接続の定義
WaveLab Elements でオーディオを再生および録音できるようにするには、
WaveLab Elements 内部の入力チャンネルと出力チャンネルのサウンドカード
への接続方法と、オーディオの再生と録音に使用するデバイスを指定する必
要があります。
また、デバイスのバッファーの設定と、外部エフェクターなどの外部機器へ
の接続設定を実行できます。ステレオ再生およびステレオ録音を実行するに
は、少なくとも 2 つのチャンネルを選択する必要があります。
サードパーティー製サウンドカードを装備していない場合は、「Windows
MME」ドライバー (Windows) または「内蔵オーディオ (Built-in Audio)」(Mac)
オプションを選択できます。また、MME はほとんどのサードパーティー製サ
ウンドカードで使用でき、異なるサンプリングレートで録音および再生を行
なえるというメリットがあります。ただし、Windows MME ドライバーでは、
「録音 (Recording)」ダイアログやマルチチャンネル作業でオーディオモニタ
リングが行なえません。また、一般的に、専用のサウンドカードを使用した
ほうが音質と性能が高くなります。
関連リンク
12 ページの「「VST オーディオの接続 (VST Audio Connections)」タブ」
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ASIO ドライバーの選択
Audio Stream Input/Output (ASIO) は、Steinberg 社が規定した、デジタル
オーディオ用のコンピューターデバイスドライバーのプロトコルです。ASIO
では、ソフトウェアアプリケーションとコンピューターのサウンドカード間
で低レイテンシーかつ再現度の高いインターフェースを提供します。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「VST オーディオの
接続 (VST Audio Connections)」を選択します。

2.

「オーディオデバイス (Audio Device)」ポップアップメニューを開き、
ASIO ドライバーを選択します。
「ASIO プラグイン (ASIO Plug-ins)」タブと「コントロールパネル (Control
Panel)」ボタンが有効になります。

3.

必要に応じて、「コントロールパネル (Control Panel)」ボタンをクリッ
クして、設定を行ないます。

4.

「ASIO プラグイン (ASIO Plug-ins)」タブで、ASIO プラグインの録音およ
びモニター入力に使用するオーディオポートを選択します。

Windows MME ドライバーの選択
手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「VST オーディオの
接続 (VST Audio Connections)」選択します。

2.

「オーディオデバイス (Audio Device)」ポップアップメニューを開き、
「Windows MME」を選択します。

3.

「再生 (Playback)」タブで、再生に使用するオーディオポートを選択し
ます。

4.

「録音 (Recording)」タブで、録音およびモニター入力に使用するオー
ディオポートを選択します。

「VST オーディオの接続 (VST Audio Connections)」タブ
このタブでは、WaveLab Elements 内部の入力チャンネルと出力チャンネルの
サウンドカードへの接続方法と、オーディオの再生および録音に使用するデ
バイスを指定できます。
•

「VST オーディオの接続 (VST Audio Connections)」タブを開くには、
「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「VST オーディオの
接続 (VST Audio Connections)」を選択します。
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グローバル設定
オーディオデバイス (Audio Device)
オーディオの再生および録音に使用するオーディオデバイスを選択でき
ます。サードパーティー製サウンドカードを装備していない場合は、
「Windows MME」ドライバー (Windows) または「内蔵オーディオ」
(Mac) オプションを選択できます。
コントロールパネル (Control Panel)
ASIO ドライバーを選択すると、「コントロールパネル (Control Panel)」
ボタンが有効になります。このボタンをクリックすると、サウンドカー
ドの設定アプリケーション (通常はサウンドカードと一緒にインストー
ルされます) が起動します。このアプリケーションでは、バッファーサ
イズ、デジタルフォーマット、追加 I/O 接続などの設定が表示されます
(サウンドカードやドライバーによって異なります)。
内容を更新 (Refresh)
オーディオデバイスを再認識し、デバイスの変更を反映します。

「再生 (Playback)」タブ

このタブでは、再生に使用するオーディオポートを選択して名前を付けられ
ます。

「録音 (Recording)」タブ

このタブでは、再生および入力モニタリングに使用するオーディオポートを
選択して名前を付けられます。
「録音 (Recording)」ダイアログでは、ここで
定義した入力デバイスを利用できます。

「オプション (Options)」タブ
このタブでは、バッファーの数とコントロールドライバーの機能を指定でき
ます。
バッファーの数 (Buﬀer Number)
この値を大きくすると、オーディオストリーミング処理の負荷が減少
し、音飛びが減ります。
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MME のみ - バッファーの数 (Buﬀer Number)
この値を大きくすると、オーディオストリーミング処理の負荷が減少
し、音飛びが減ります。この設定は、MME ドライバーが選択されてい
るときにのみ有効です。
初回使用時にストリーミングエンジンを初期化 (Initialize streaming engine at
first use)
再生や録音を最初に使用したときに、オーディオストリーミングエンジ
ンを初期化します。この項目をオフにすると、オーディオストリーミン
グエンジンはプログラム起動時に初期化されます。
サンプリング周波数の変更時にドライバーを初期化 (Reset driver when
changing sample rate)
サンプリングレートを変更したときに、ドライバーを初期化します。再
生や録音のサンプリングレートを変更する場合、オーディオデバイスの
ドライバーによっては完全に初期化する必要があります。この初期化操
作には少し時間がかかることがあります。
再生開始 / 終了時に短いフェードイン / アウトを適用 (Perform Short Fade
In/Out When Starting/Stopping Playback)
再生の開始時に短いフェードイン、終了時に短いフェードアウトがかか
ります。この機能は、開始位置がゼロクロッシングではない場合にプ
チッというノイズが発生するのを防ぎます。
ドライバーを解放 (Release Driver)
他のアプリケーションと WaveLab Elements を同時に実行し、アクティ
ブなアプリケーションが常にサウンドカードを使用するように設定でき
ます。
•

「WaveLab Elements がバックグラウンドの場合 (When WaveLab
Elements is in Background)」をオンにすると、WaveLab Elements
がバックグラウンド状態のときにドライバーが解放されます。

•

「Cubase が最前面にある場合 (When Cubase is in Foreground)」を
オンにすると、Cubase が最前面にあるときにドライバーが解放さ
れます。

CD/DVD/Blu-ray 等のディスクドライブ
内蔵ディスクドライブの取り付け、または外付けディスクドライブの
USB/Firewire 経由の接続の一般的な手順については、コンピューターまたは
各ドライブのマニュアルをご参照ください。
ディスクドライブに最新バージョンのファームウェアがインストールされて
いることを確認してください。CD ドライブの場合、ファームウェアでディス
クアットワンスモードがサポートされている必要があります。また、古い
ファームウェアのままでドライブを使用すると、トラックにサブインデック
スマーカーを書き込めないなどの問題が発生する場合があります。
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リモートデバイス
リモートデバイスを使用して、WaveLab Elements をリモートコントロールで
きます。
リモートコントロールデバイスのノブとスライダーを使用して、一部のコマ
ンドをコントロールできます。

「リモートデバイス (Remote Devices)」タブ
このタブでは、WaveLab Elements をリモートコントロールするデバイスを選
択し、MIDI コントロールデバイスのコントロールマップを表示できます。
•

「リモートデバイス (Remote Devices)」タブを開くには、「ファイル
(File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「リモートデバイス (Remote
Devices)」を選択します。

「デバイスの編集 (Device editing)」タブ
このタブでは、MIDI コントロールデバイスの選択、およびコントロールマッ
プの表示を行なえます。
アクティブ (Active)
選択したデバイスを有効にし、MIDI ポートをスキャンします。
入力ポート / 出力ポート (In-Port/Out-Port)
使用するデバイスの MIDI 入力 / 出力ポートを選択します。
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名前 (Name)
マップ名を入力できます。
広げる / 折りたたむ (Expand/Collapse)
コントロールマップのフォルダーツリーを広げるか、折りたたみます。
WaveLab Elements の処理 (Wavelab action list)
リモートコントロールできるパラメーターが表示されます。最上位の
フォルダーはコンテキストを表わしています。コンテキストがアクティ
ブになっているときだけ、関連パラメーターをコントロールできます。
たとえば、オーディオファイルがアクティブな場合が該当します。
コンテキストがそれぞれ排他になっている場合、1 つのリモートコント
ロールを複数のコンテキストで使用できます。たとえば、アクティブな
オーディオファイルやアクティブなモンタージュで使用できるパラメー
ターが該当します。
「グローバル (Global)」フォルダーには、常時コントロールできるパラ
メーターが含まれています。

「オプション (Options)」タブ
このタブでは、
「MIDI 学習 (MIDI Learn)」機能を使用して、MIDI リモートコン
トロールデバイスのコントロールに機能を割り当てできます。
マウスホイールをエミュレート (Emulate mouse wheel)
この項目をオンにすると、Steinberg コントローラーの AI Knob が
WaveLab Elements ユーザーインターフェース (プラグインを除く) でマ
ウスホイールとして動作します。
フォーカスされた数値フィールドを編集 (Edit focused numeric ﬁeld.)
この項目をオンにすると、Steinberg コントローラーの AI Knob を使用
して、多くの WaveLab Elements ウィンドウおよびダイアログ上の
フォーカスされた数値フィールドを編集できます。

高機能統合コントローラー CC121
WaveLab Elements は、Steinberg 社の高機能統合コントローラー CC121 を使
用してコントロールできます。
この項では、CC121 用の WaveLab Elements ファクトリープリセットについ
て説明します。コントローラーの使用方法の詳細については、CC121 のマ
ニュアルを参照してください。CC121 は、元々 Cubase 用に設計されたコント
ローラーです。WaveLab Elements の機能と CC121 コントロールの組み合わ
せのマッピングを以下に示します。以下に記載していないコントロールは、
どのパラメーターにも割り当てられていません。
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チャンネルセクション
CC121 チャンネルセクションにあるすべてのコントロールを使用できます。
ただし、フェーダーは、WaveLab Elements オーディオモンタージュ内で選択
したトラックの要素のコントロールには使用できません。フェーダーは、「マ
スターセクション」のコントロールに使用できます。
フェーダー (Fader)
「マスターセクションフェーダー」をコントロールします。
「PAN」ノブ
選択トラックのゲインをコントロールします。
「m」 (ミュート)
選択トラックをミュート / ミュート解除します。
ソロ (Solo)
選択トラックをソロ / ソロ解除します。
CHANNEL SELECT
オーディオモンタージュ内の前 / 次のトラックを選択します。
オーディオモンタージュ内の前 / 次のクリップの端にカーソルを移動す
るには、[Alt]/[Option] を押したままにします。前 / 次のリージョンの端
にカーソルを移動するには、[Shift] を押したままにします。
「オーディオ
エディター」内の前 / 次のマーカーにカーソルを移動するには、
[Ctrl]/[Command] を押したままにします。

EQ セクション
EQ セクションでは、Steinberg Studio EQ プラグインを簡単にコントロールで
きます。
CC121 の「EQ TYPE」ボタンをオンにすると、フォーカスされた StudioEQ の
パラメーターを調節できます。各バンドの Q/F/G、「EQ TYPE」の選択、およ
び「ALL BYPASS」のオン / オフなど、操作が必要なすべての EQ パラメーター
を設定できます。
「EQ TYPE」ボタンをオフにすると、WaveLab Elements ナビ
ゲーションモードに切り替えられます。WaveLab Elements のナビゲーション
モードでは、スクロール、ズーム、ウィンドウの切り替えなどの代替機能を
使用できます。
「EQ TYPE」をオンにした場合 :
帯域幅ノブ 「Q」
(
)
各 EQ バンドの Q (帯域幅) を調節します。
周波数ノブ 「F」
(
)
各 EQ バンドの中心周波数を調節します。
ゲインノブ 「G」
(
)
各 EQ バンドのゲインを調節します。
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ON
EQ バンドをオン / オフにします。
ALL BYPASS
「マスターセクション」のすべてのプラグインのバイパスをオン / オフ
にします。
「EQ TYPE」をオフにした場合 (あらかじめ各ウィンドウが開いている必要があ
ります) :
LOW ON
「オーディオエディター」に切り替わります。
LOW-MID ON
「オーディオモンタージュ」ウィンドウに切り替わります。
HIGH ON
ユーザー設定タブを開きます。
バンド 1 の EQ ゲイン 「G」
(
) ノブ
タイムラインを左右にスクロールします。
バンド 2 の EQ ゲイン 「G」
(
) ノブ
タイムラインの水平ズームを調節します。
バンド 3 の EQ ゲイン 「G」
(
) ノブ
タイムラインの垂直ズームを調節します。
バンド 4 の EQ ゲイン 「G」
(
) ノブ
「オーディオモンタージュ」ウィンドウでトラックをスクロールするか、
「オーディオエディター」で垂直方向にスクロールします。
バンド 1 の EQ 周波数 「F」
(
) ノブ
「オーディオエディター」のオーバービュータイムラインを左右にスク
ロールします。
バンド 2 の EQ 周波数 「F」
(
) ノブ
「オーディオエディター」のオーバービュータイムラインを水平方向に
ズームイン / ズームアウトします。
バンド 3 の EQ 周波数 「F」
(
) ノブ
「オーディオエディター」のオーバービュータイムラインを垂直方向に
ズームイン / ズームアウトします。
バンド 4 の EQ 周波数 「F」
(
) ノブ
「オーディオエディター」のオーバービュータイムラインを垂直方向に
スクロールします。
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トランスポートセクション
このセクションでは、WaveLab Elements のトランスポート機能をコントロー
ルできます。
「<」 (前の) ボタン
カーソルの位置を左に移動します。
「<<」 (巻き戻し) ボタン
編集カーソルの位置を左に移動します。
「>>」 (早送り) ボタン
編集カーソルの位置を右に移動します。
「>」 (次へ) ボタン
カーソルの位置を右に移動します。
サイクルボタン
サイクルモードをオン / オフにします。
停止ボタン
再生を停止します。もう一度押すと、1 つ前の開始位置にカーソルが移
動します。3 回めに押すと、プロジェクトの先頭にカーソルが移動しま
す。
再生ボタン
再生を開始します。
録音ボタン
1 回押すと、「録音 (Recording)」ダイアログが開きます。もう一度押す
と、録音が開始されます。3 回めに押すと、録音が停止します。録音
ファイルは、
「オーディオエディター」で開きます。

ファンクションセクション
このセクションでは、「VALUE」ノブを使用して、フェードやエンベロープレ
ベルなどの機能を調節できます。
「VALUE」ノブ
このノブを回すと、割り当てられた機能を調節できます。ノブを押す
と、パラメーターがデフォルト値にリセットされます。
「FUNCTION 1」ボタン
アクティブなクリップのフェードイン設定を調節します。
「FUNCTION 2」ボタン
アクティブなクリップのフェードアウト設定を調節します。
「FUNCTION 3」ボタン
アクティブなクリップのエンベロープレベルを調節します。
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「FUNCTION 4」ボタン
「オーディオモンタージュ」ウィンドウの「編集 (Edit)」タブにある
「ナッジ機能 (Nudge)」セクションで最後にクリックした要素が、この
ボタンに割り当てられます。

AI KNOB セクション
WaveLab Elements は、Steinberg 社の CC121、CI2+、CMC-AI コントロー
ラーなどの AI KNOB を使用してコントロールできます。AI KNOB を使用する
と、マウスポインターを置いたパラメーターをコントロールできます。

補足
AI KNOB はオートメーションできるパラメーターにのみ使用できます。
このセクションでは、AI KNOB を使用してパラメーターをコントロールでき
ます。
AI KNOB
VST 3 プラグインパラメーターをコントロールしたり、マウスホイール
をエミュレートしてスクロールなどを行なったり、フォーカスされた数
値フィールドを編集したりできます。AI KNOB を使用してパラメーター
をコントロールするには、コントロールしたいパラメーター上にマウス
ポインターを動かし、AI KNOB を回します。
「オプション (Options)」タ
ブで、マウスホイールのエミュレーション、およびフォーカスされた数
値フィールドの編集をオン / オフできます。
ロック
パラメーター上にマウスポインターを動かして「LOCK」を押すと、そ
のあとはマウスポインターの位置に関係なくそのパラメーターをコント
ロールできます。

「CUBASE READY」インジケーター
「CUBASE READY」インジケーターは、WaveLab Elements では機能しません。

フットスイッチセクション
フットスイッチの機能は、[Shift] と同じです。フットスイッチを押したまま
AI KNOB を回すと、パラメーターを微調節できます。
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この章では、WaveLab Elements で作業を行なうときの一般的な概念について
説明します。これらの手順に慣れることで、プログラムでの作業がより効率
的になります。

全般的な編集ルール
Steinberg 社のすべての製品で、共通の編集操作を使用できます。
•

インターフェース項目を選択して移動したり、範囲を選択したりするに
は、マウスをクリックしたままドラッグします。

•

コンピューターキーボードのキーを使用して、数値やテキストの入力、
リストや他の選択可能なインターフェース項目のナビゲート、およびト
ランスポート機能のコントロールができます。

•

標準的なキーボードショートカットを使用して、切り取り、コピー、貼
り付け、複数項目の選択などの一般的な操作を実行できます。

補足
製品の動作は、環境設定によっても異なります。

「起動 (Startup)」ダイアログ
WaveLab Elements を起動すると、どのファイルまたはテンプレートを開くか
を選択できる「起動 (Startup)」ダイアログが表示されます。
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作成 (Create)
空のウィンドウ (Empty Window)
空の WaveLab Elements ウィンドウを作成します。
テンプレート (Template)
テンプレートを新しいプロジェクトで開くことができます。

開く (Open)
最後に開いたファイル (Last Files)
WaveLab Elements で最後に使用したファイルを開きます。
最近使用したファイル (Recent Files)
最近使用したファイルを開くことができます。
参照 (Browse)
開くファイルを選択できます。
デフォルトとして使用 (次回以降、このダイアログを表示しない) (Use as
Default (Do Not Show This Dialog Again))
この項目をオンにすると、これからは選択したオプションが使用され、
起動画面は開かなくなります。この項目がオンになっている場合に「起
動 (Startup)」ダイアログを表示するには、WaveLab Elements の起動時
に [Ctrl]/[Command] を押します。
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基本的なウィンドウの動作
WaveLab Elements は、Windows/Mac インターフェースの基本ガイドライン
に従っているため、Windows/Mac の標準的な手順を利用できます。

ウィンドウを閉じる
•

ファイルタブを閉じるには、対象タブの「X」ボタンをクリックするか、
[Ctrl]/[Command]+[W] を押します。

•

変更内容を保存せずにファイルタブを閉じるには、
[Ctrl]/[Command]+[Shift] を押したまま「X」ボタンをクリックします。
この操作により、保存されていないタブを閉じるたびに警告メッセージ
を確認する必要がなくなります。

•

選択したファイルタブ以外のすべてのファイルタブを閉じるには、ファ
イルタブを右クリックし、
「このタブ以外をすべて閉じる (Close All But
This)」を選択します。

ファイルの切り替え
複数のファイルを開いて、各ファイルを切り替えられます。
•

ファイルを最前面に表示するには、対応するタブをクリックします。

•

ファイルを順番に切り替えるには、[Ctrl]/[Command] を押したまま
[Tab] を連続して押します。

•

直近に表示した 2 つのアクティブなファイルを交互に切り替えるには、
[Ctrl]/[Command]+[Tab] を押します。各操作の間には、すべてのキーを
離す必要があります。

•

切り替える順序を逆にするには、[Ctrl]/[Command]+[Shift]+[Tab] を押
します。

•

アクティブなファイルと最後に編集したファイルを切り替えるには、
[F5] を押します。

オーディオデータの選択
WaveLab Elements で実行するほぼすべての編集および処理は、選択したオー
ディオに対して行ないます。オーディオはさまざまな方法で選択できます。
•

オーディオファイル全体を選択するには、ファイルをダブルクリックし
ます。オーディオファイルにマーカーが含まれる場合は、ファイルをト
リプルクリックします。
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ドラッグによる範囲の選択
波形ウィンドウでの範囲選択は、クリックアンドドラッグによる方法が一般
的です。
波形ウィンドウの左端または右端までドラッグすると、ウィンドウが自動的
にスクロールし、波形ウィンドウで表示されている範囲よりも大きな範囲を
選択できます。スクロールする速度は、波形ウィンドウの端からマウスポイ
ンターがどれだけ離れているかによって決まります。

オーディオファイル内のオーディオ範囲の選択
オーディオファイルの選択範囲を編集、処理、または再生できます。
•

オーディオファイルの選択オプションにアクセスするには、
「オーディ
オエディター」で「編集 (Edit)」タブを選択します。

「時間範囲 (Time Selection)」セクションには、以下の選択オプションがあり
ます。
すべて (All)
波形全体を選択します。
切り替え (Toggle)
選択範囲のオン / オフを切り替えます。
拡張 (Extend)
メニューが開き、以下のオプションを選択できます。
•

「ファイルの始めまで拡張 (Extend to Start of File)」は、オーディオ
ファイルの始めまで選択範囲を広げます。範囲が選択されていな
い場合、編集カーソル位置からファイルの始めまでが選択されま
す。

•

「ファイルの終わりまで拡張 (Extend to End of File)」は、オーディ
オファイルの終わりまで選択範囲を広げます。範囲が選択されて
いない場合、編集カーソル位置からファイルの終わりまでが選択
されます。

•

「前のマーカーまで拡張 (Extend to Previous Marker)」は、選択範
囲の左端を、左方向の一番近いマーカーまたはオーディオファイ
ルの始めまで広げます。範囲が選択されていない場合、編集カー
ソル位置まで選択範囲を広げます。

•

「次のマーカーまで拡張 (Extend to Next Marker)」は、選択範囲の
右端を、右方向の一番近いマーカーまたはオーディオファイルの
終わりまで広げます。範囲が選択されていない場合、次のマー
カー位置まで選択範囲を広げます。

•

「カーソルまで拡張 (Extend to Cursor)」は、選択範囲を編集カーソ
ル位置まで広げます。
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•

「ファイルの始めからカーソルまで (From Start of File Until Cursor)」
は、オーディオファイルの始めから編集カーソル位置までの範囲
を選択します。

•

「カーソルからファイルの終わりまで (From Cursor to End of File)」
は、編集カーソル位置からオーディオファイルの終わりまでの範
囲を選択します。

•

「前のマーカーからカーソルまで (From Cursor to Previous
Marker)」は、編集カーソル位置から前のマーカーまたはオーディ
オファイルの始めまでの範囲を選択します。

•

「カーソルから次のマーカーまで (From Cursor to Next Marker)」
は、編集カーソル位置から次のマーカーまたはオーディオファイ
ルの終わりまでの範囲を選択します。

•

「再生位置からファイルの終わりまで (From Playback Position to
End of File)」は、再生位置からオーディオファイルの終わりまで
の範囲を選択します。停止中の場合は編集カーソル位置までが選
択されます。

•

「再生位置からファイルの始めまで (From Playback Position to
Start of File)」は、再生位置からオーディオファイルの始めまでの
範囲を選択します。停止中の場合は編集カーソル位置までが選択
されます。

•

「選択範囲を 2 倍にする (Double Selection Length)」は、現在の選
択範囲の長さを 2 倍にします。

•

「選択範囲を半分にする (Halve Selection Length)」は、現在の選択
範囲の長さを半分にします。

チャンネル (Channels)
メニューが開き、以下のオプションを選択できます。
•

「他のチャンネルも選択 (Extend to All Channels)」を選択すると、
現在の選択範囲がすべてのチャンネルに設定されます。

•

「左チャンネルのみ (Left Channel Only)」を選択すると、現在の選
択範囲が左チャンネルのみに設定されます。

•

「右チャンネルのみ (Right Channel Only)」を選択すると、現在の
選択範囲が右チャンネルのみに設定されます。

リージョン (Regions)
メニューが開き、以下のオプションを選択できます。
•

「ループマーカー間 (Loop Region)」は、編集カーソルの前後にあ
る 2 つのループマーカー間を選択します。

•

「標準マーカー間 (Generic Region)」は、編集カーソルの前後にあ
る 2 つの標準マーカー間を選択します。
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ステレオファイルでの選択
「オーディオエディター」でステレオファイルに対して作業を行なっている場
合に、操作を 1 つのチャンネルのみに適用するか、両方のチャンネルに適用
するかを選択できます。
波形ウィンドウ内をクリックしてドラッグしたときに選択されるチャンネル
は、マウスポインターの位置によって異なります。操作の対象となるチャン
ネルは、ポインターの形でわかります。
ポインターの形は以下のとおりです。
左チャンネルを選択
左チャンネルの上半分をクリックすると、左チャンネルが選択されま
す。
両チャンネルを選択
左チャンネルと右チャンネルの境界周辺の領域をクリックすると、両方
のチャンネルが選択されます。
右チャンネルを選択
右チャンネルの下半分をクリックすると、右チャンネルが選択されま
す。

チャンネル間での選択範囲の切り替え
片方のチャンネルで選択したチャンネルの選択範囲を、両方のチャンネルま
たはもう片方のチャンネルに切り替えられます。

手順
1.

「オーディオエディター」の波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

「編集 (Edit)」タブを選択します。

3.

「時間範囲 (Time Selection)」セクションで、「チャンネル (Channels)」
をクリックして以下のいずれかのオプションを選択します。
•

「他のチャンネルも選択 (Extend to All Channels)」

•

「左チャンネルのみ (Left Channel Only)」

•

「右チャンネルのみ (Right Channel Only)」

[Tab] を押して選択チャンネルを切り替えることもできます。
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オーディオエディターのオーバービュー内の選択
「オーディオエディター」のオーバービューで選択した範囲を、メインビュー
にも適用できます。

手順
•

「オーディオエディター」の波形ウィンドウのオーバービューで、
[Ctrl]/[Command] を押したままクリックアンドドラッグします。

選択範囲の移動
長さを保持したまま場所を変更したい選択範囲を移動できます。

手順
1.

波形ウィンドウで、[Ctrl]/[Command]+[Shift] を押したままにします。

2.

選択範囲内をクリックし、左または右にドラッグします。

選択範囲の拡大と縮小
波形ウィンドウで、選択範囲のサイズを変更できます。
さまざまな方法で、選択範囲を拡大または縮小できます。
•

範囲を選択し、[Shift] を押したまま選択範囲以外の場所をクリックして
左右にドラッグするか、選択範囲の端をクリックして左右にドラッグし
ます。

•

選択範囲を前後の境界 (マーカーまたはファイルの始め / 終わり) まで広
げるには、[Shift] を押したまま境界との間の選択されていない領域をダ
ブルクリックします。

矢印キーを使用した選択範囲の拡大と縮小
•

波形ウィンドウで選択範囲の始め / 終わりを左右に動かすには、[Shift]
を押したまま [ ← ]/[ → ] 矢印キーを押します。より大きなステップで動
かすには、[Page Up]/[Page Down] キーを押します。

•

波形ウィンドウで選択範囲を前後の境界 (マーカーまたはファイルの始
め / 終わり) まで広げるには、[Ctrl]/[Command]+[Shift] を押したまま
[ ← ]/[ → ] 矢印キーを押します。

選択範囲の削除
さまざまな方法で、選択した範囲を削除できます。
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オーディオエディター
「編集 (Edit)」タブの「切り取り (Cutting)」セクションに、以下のオプション
があります。
切り取る (Crop)
選択範囲以外のデータを削除します。
削除 (Delete)
選択範囲を削除します。選択範囲の右側にあるオーディオが左側に移動
し、オーディオデータの隙間を埋めます。

スライダー
WaveLab Elements のさまざまな場所で、スライダーコントロールを使用して
パラメーターを変更できます。スライダーの値はさまざまな方法で変更でき
ます。
•

スライダー上にマウスポインターを置き、クリックはせずにマウスホ
イールを回します。[Ctrl]/[Command] を押したままマウスホイールを回
すと、高速スクロールできます。この修飾キーは、ズームホイールにも
適用されます。スライダーを動かすには、スライダーをクリックしてド
ラッグします。

•

スライダーのハンドルを目的の位置まで動かすには、スライダーを目的
の位置でクリックします。

•

スライダーのハンドルを小さなステップで動かすには、ハンドルの下を
右クリックまたはクリックします。マウスボタンを押したままにする
と、次の値に自動的に動きます。

•

スライダーをデフォルト値にリセットするには (デフォルト値が存在す
る場合)、[Ctrl]/[Command] を押したままスライダーをクリックするか、
マウスのホイールをクリックするか、ハンドルをダブルクリックしま
す。

表の項目名の変更
「マーカー (Markers)」ウィンドウおよび「CD」ウィンドウでは、表の項目名
を変更できます。
•

項目名を変更するには、項目をダブルクリックするか、項目を選択して
から [Return] を押し、新しい名前を入力します。

•

前後の項目名を変更するには、[ ↑ ] または [ ↓ ] を押します。これに
よって、編集モードを維持しながら、前後の項目にフォーカスを移動で
きます。
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ファイルブラウザー
「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウでは、WaveLab Elements 内
からファイルを参照できます。
「Auto-Play Mode (自動再生モード)」は、サウ
ンドファイルを再生するプロセスを短縮化するのに役に立ちます。
「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウには、標準的なすべてのブラ
ウズ機能が用意されています。また、オーディオファイルおよびマーカーに
よって定義されたリージョンを再生するための追加のコントロールもありま
す。このウィンドウを使用すると、ファイルを別の場所にドラッグすること
で、それらを開いたり挿入したりできます。
特定の種類のファイルだけを表示することもできます。

「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウ
このウィンドウでは、WaveLab Elements でファイルを参照して開けます。
•

「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウを開くには、「ツール
ウィンドウ (Tool Windows)」>「ファイルブラウザー (File Browser)」を
選択します。

戻る / 進む / 親ディレクトリ (Back/Forward/Parent Directory)
ファイルのリストおよびファイル階層をナビゲートできます。
場所
参照するファイルの場所を選択できます。また、最近使用した場所のリ
ストが表示されます。
自動再生モード (Auto-Play Mode)
選択したファイルの再生を自動的に開始します。
選択されたオーディオファイルを再生 (Play Selected Audio File)
選択したオーディオファイルを再生します。
検索 (Search)
このボタンをオンにすると、検索フィールドにテキストを入力できま
す。
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ファイル形式リスト
表示するファイル形式を選択できます。
フォルダーツリー
コンピューター上で使用できるフォルダーが表示されます。
お気に入りフォルダー
フォルダーツリーからフォルダーをドラッグすることで、お気に入りの
フォルダーを追加できます。
ファイルリスト
ファイル名、サイズ、タイプ、更新日など、ファイルに関する情報が表
示されます。
フォルダーの作成 (Create Folder)
新しいフォルダーを作成できます。ファイルリスト内で右クリックし
て、
「フォルダーの作成 (Create Folder)」を選択します。
オーディオリージョン (Audio Regions)
選択したファイルにリージョンマーカーが含まれている場合、「オー
ディオリージョン (Audio Regions)」セクションにリージョンが表示され
ます。トラックにリージョンをドラッグできます。

タブグループ
タブグループを使用すると、複数のウィンドウ間を移動せずに、さまざまな
ファイル、ツールウィンドウ、またはメーターの内容を同時に表示できます。
それぞれのタブグループには、独自の内容とタブバーがあります。
2 つのファイルタブグループを使用できます。

空のファイルタブグループ
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オーディオモンタージュのファイルタブグループ

ファイルタブグループの作成
手順
1.

ファイルタブウィンドウの右上にある、
「タブグループ」ポップアップ
メニューを開きます。

2.

「タブグループを作成 (垂直に分割) (Create a Tab Group (Split
Vertically))」または「タブグループを作成 (水平に分割) (Create a Tab
Group (Split Horizontally))」を選択します。

空のタブグループにファイルタブグループを作成
手順
•

空のファイルタブグループの右上にある、
「タブグループを作成 (垂直に
分割) (Create a Tab Group (Split Vertically))」または「タブグループを作
成 (水平に分割) (Create a Tab Group (Split Horizontally))」をクリックし
ます。
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タブグループの使用
各タブウィンドウの右上にある「タブグループ」ボタンを使用すると、タブ
グループを最大化したり、移動したり、閉じたりできます。タブは、ウィン
ドウの種類によって使用方法が異なります。

ツールウィンドウのタブグループ
•

ツールウィンドウのタブグループを非表示にするには、「ツールウィン
ドウのタブグループオプション (Tool Window Tab Group Options)」
ポップアップメニューを開いて「すべてを隠す (Hide All)」を選択しま
す。

•

タブグループ内のタブの順序を変更するには、タブを水平方向にドラッ
グしてタブバーの新しい場所に移動します。

•

タブグループを他の場所にドッキングするには、「ツールウィンドウの
タブグループオプション (Tool Window Tab Group Options)」ポップ
アップメニューを開いて「タブグループを任意の場所にドッキング
(Dock Tab Group Elsewhere)」を選択します。ここで、タブグループを
ドッキングする場所を選択できます。

ファイルタブグループ
•

ファイルタブグループを閉じるには、
「タブグループ」ボタンをクリッ
クして「すべてを隠す (Hide All)」を選択します。

•

タブグループ内のタブの順序を変更するには、タブを水平方向にドラッ
グしてタブバーの新しい場所に移動します。

•

別のプロジェクトにタブを移動するには、別のプロジェクトにタブをド
ラッグします。

•

オーディオファイルにタブの内容を貼り付けるには、波形上にタブをド
ラッグします。カーソル位置にタブが挿入されます。

•

アクティブなファイルタブグループを最大化するには、「ファイルタブ
グループオプション (File Tab Group Options)」ポップアップメニューを
開き、
「他のファイルタブグループを隠す (Hide Other File Tab Groups)」
を選択します。
すべてのファイルタブグループを表示するには、「ファイルタブグルー
プオプション (File Tab Group Options)」ポップアップメニューを開き、
「他のファイルタブグループを表示 (Show Other File Tab Groups)」を選
択します。
タブグループのファイルタブのヘッダーをダブルクリックして他のファ
イルタブグループの表示 / 非表示を切り替えることもできます。
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ピークファイル
ピークファイル (拡張子「.gpk」) は、WaveLab Elements で初めてオーディオ
ファイルを開いたり、オーディオファイルの変更を行なうたびに、
WaveLab Elements によって自動的に作成されます。ピークファイルには波形
に関する情報が含まれており、これによって波形ウィンドウまたはモンター
ジュウィンドウ内で波形がどのように描かれるかが決まります。
ピークファイルは、対応する波形が描画される時間を短縮します。初期設定
では、ピークファイルはオーディオファイルと同じ場所に保存されます。

ピーク表示の再描画
通常、ピークファイルの日付がオーディオファイルの日付よりも古い場合は、
ピークファイルが自動的に更新されます。ただし、オーディオファイルの日
付が自動的に更新されないこともあります。この場合、ピークファイルを強
制的に再描画できます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、「表示 (View)」タブを選択します。

2.

「ピーク (Peaks)」セクションで、
「表示を再描画 (Rebuild Display)」をク
リックします。

付属ファイル
付属ファイル (拡張子 .vs ) には、オーディオファイルの「マスターセクショ
ン」プリセットと表示設定が含まれます。ファイルの保存時にこの機能がオ
ンになっている場合、設定は次にファイルを読み込むときに再作成されます。
付属ファイルは「オーディオエディター」のみで使用されます。
付属ファイルには、以下の表示設定が含まれています。
•

ウィンドウサイズと位置

•

ズームレベル

•

スクロール位置
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別の場所への付属ファイルの保存
初期設定では、付属ファイルはオーディオファイルと同じ場所に保存されま
す。ただし、別のファイル保存場所を選択することもできます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「フォルダー
(Folders)」を選択します。

2.

「付属ファイル (Companion Files)」をクリックし、別のファイル保存場
所を指定します。
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「ワークスペース」ウィンドウは、特定のファイルタイプの編集および再生環
境を提供します。各環境では、各ファイルタイプの特定の目的に応じた機能
を使用できます。
•

「オーディオエディター」: オーディオファイルの表示および編集を行な
います。

•

「モンタージュウィンドウ」: オーディオモンタージュの合成および編集
を行ないます。

•

「Podcast エディター」: Podcast を準備してアップロードします。

「ワークスペース」ウィンドウは高いカスタマイズ性を備えており、ワークフ
ローに合わせて自由にカスタマイズできます。

ワークスペースウィンドウの各要素
「ワークスペース」ウィンドウには、以下の要素が含まれています。
•

メニューバー。

•

タブグループ。編集するドキュメントを表示します。タブの内容を別の
タブに移動したり、新しい空のタブを作成したり、ファイルパスを表示
したり、右クリックして他の機能にアクセスしたりできます。

•

一連のツールウィンドウ。使用できるツールは、作業しているファイル
タイプによって異なります。ツールウィンドウは個別にオン / オフにで
きます。

オーディオエディター
「オーディオエディター」には、サンプル精度のオーディオ編集、高品質の解
析、および処理を行なうためのツールと機能が用意されています。
「オーディオエディター」には、さまざまなメータリングツールが含まれま
す。
波形ウィンドウにはオーディオファイルが図形化されて表示され、ファイル
を表示、再生、および編集できます。
関連リンク
96 ページの「オーディオファイルの編集」
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オーディオモンタージュ
「オーディオモンタージュ」では、複数のオーディオクリップを 1 つのモン
タージュに合成します。ステレオトラックまたはモノラルトラック上で、ク
リップのアレンジ、編集、再生を行なうことができます。
トラックベースとクリップベースのエフェクト、ボリュームとパンのオート
メーション、さまざまなフェード機能やクロスフェード機能などの機能を使
用できます。
各オーディオトラックには、複数のクリップを配置できます。クリップには、
ハードディスク上にあるソースファイル (オーディオファイル) の参照情報や
ファイルの開始 / 終了位置といった情報が含まれます。
モンタージュウィンドウにはトラック上のクリップが図形化されて表示され
ます。ここでは、トラックとクリップを表示、再生、および編集できます。
関連リンク
165 ページの「オーディオモンタージュ」

Podcast エディター
「Podcast エディター」では、Podcast を構成したり、定義したり、インター
ネットに公開したりできます。
関連リンク
316 ページの「Podcast」

「ファイル (File)」タブ
「ファイル (File)」タブは WaveLab Elements のコントロールセンターです。こ
こでは、ファイルを保存する、開く、レンダリングする、読み込む、書き出
すなどの操作を行なえます。また、ファイルに関する詳細な情報が表示され、
WaveLab Elements の環境設定を行なえます。
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情報 (Info)
アクティブなファイルに関する情報が表示され、オーディオファイルお
よびオーディオモンタージュのオーディオ属性を編集できます。
新規 (New)
オーディオファイル、オーディオモンタージュ、または Podcast を作成
できます。新規ファイルを作成するか、テンプレートを使用できます。
開く (Open)
オーディオファイル、オーディオモンタージュ、または Podcast を開く
ことができます。
ファイルエクスプローラー /Mac Finder でクリップボードにコピーした
ファイルを開くこともできます。
読み込む (Import)
さまざまな形式のファイルを開くことができます。以下の形式に対応し
ています。
•

オーディオファイルをモンタージュに読み込み (Audio File to
Montage)

•

不明なオーディオ

オーディオ CD からオーディオ CD トラックを読み込むこともできます。
名前を付けて保存 (Save As)
アクティブなファイルまたはプロジェクトを保存します。名前、ファイ
ル形式、および場所を指定できます。アクティブなファイルのコピーを
保存することもできます。
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すべてを保存 (Save All)
プロジェクト内の変更されたすべてのファイルを一度に保存します。
ファイルリストには、変更されたすべてのファイルの概要が表示されま
す。
フィルターを使用して、変更されたすべてのファイル、オーディオファ
イルのみ、またはオーディオモンタージュのみを表示できます。
書き出し (Export)
アクティブなファイルのレンダリングおよび SoundCloud へのオーディ
オファイルのアップロードを行なえます。
ユーザー設定 (Preferences)
WaveLab Elements の環境設定を表示および変更します。
WaveLab Elements の以下の部分について環境設定を行なえます。
•

「グローバル (Global)」

•

「VST オーディオの接続 (VST Audio Connections)」

•

「ショートカット (Shortcuts)」

•

「プラグイン (Plug-ins)」

•

「リモートデバイス (Remote Devices)」

•

「フォルダー (Folders)」

•

「オーディオファイル (Audio Files)」

•

「オーディオモンタージュ (Audio Montages)」

ツール (Tools)
•

「データ CD/DVD (Data CD/DVD)」

•

「バッチ変換 (Batch Conversion)」

関連リンク
38 ページの「「情報 (Info)」タブ」
342 ページの「ソフトウェアの設定」

「情報 (Info)」タブ
「情報 (Info)」タブにはアクティブなファイルに関する情報が表示され、オー
ディオファイルおよびオーディオモンタージュのオーディオ属性を編集でき
ます。
•

「情報 (Info)」タブを開くには、
「ファイル (File)」タブを選択し、
「情報
(Info)」をクリックします。
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選択中のファイルにより、表示される情報および使用できるオプションが異
なります。
名前 (Name)
アクティブなファイルの名前、ファイル拡張子、およびファイルの場所
が表示されます。これらの属性は編集できます。
ファイル属性 (File Properties)
アクティブなファイルのサイズ、日付、およびファイル形式が表示され
ます。
オーディオ属性 (Audio Properties)
オーディオファイルの場合、アクティブなファイルのビット解像度、
チャンネル、およびサンプリングレートが表示されます。
オーディオモンタージュの場合、アクティブなファイルのモード、チャ
ンネル、およびサンプリングレートが表示されます。
これらの属性は編集できます。
サンプルデータの属性 (Sample Attributes) (オーディオファイルのみ)
音楽的な属性であるチューン、キー範囲、およびベロシティー範囲が表
示されます。
メタデータ (Meta-Data)
アクティブなファイルのメタデータが表示されます。
クリップボードにコピー (Copy to Clipboard)
メニューが開き、アクティブファイルに関する情報のうち、クリップ
ボードにコピーする情報を選択できます。
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ファイルエクスプローラー /Mac Finder 上に表示 (Reveal in Windows
Explorer/Mac OS Finder)
ファイルエクスプローラー /Mac Finder が開き、アクティブなファイル
の場所が表示されます。
削除 (Delete)
アクティブなファイルを削除します。

ツールウィンドウ
WaveLab Elements 全体を通じて、さまざまなツールウィンドウを使用して、
アクティブなファイルを表示、解析、および編集できます。
一般に、ツールウィンドウの内容は、アクティブなファイルと同期されます。
ただし、再生中のオーディオファイルを表示するオーディオメーターを除き
ます。ツールウィンドウはドッキングしたり切り離したりできます。また、
カスタムレイアウトとして保存できます。一部のツールウィンドウは特定の
種類のファイルだけに使用できます。
ツールウィンドウには、
「ツールウィンドウ (Tool Windows)」メニューからア
クセスできます。

ツールウィンドウを開く / 閉じる
プロジェクトに不要なすべてのツールウィンドウを閉じることができます。
•

ツールウィンドウを開くには、
「ツールウィンドウ (Tool Windows)」を
選択していずれかのツールウィンドウを選択します。

•

ドッキングされているツールウィンドウを閉じるには、ツールウィンド
ウのタブを右クリックして「表示しない (Hide)」を選択します。

•

切り離されているツールウィンドウを閉じるには、
「X」ボタンをクリッ
クします。

メーターウィンドウ
WaveLab Elements には、オーディオのモニタリングと解析に利用できるさま
ざまなオーディオメーターが用意されています。メーターは、オーディオの
再生、レンダリング、録音中にオーディオをモニタリングするために使用で
きます。また、再生停止時にはオーディオの選択範囲を解析するために使用
できます。
メーターウィンドウには、
「メーター (Meters)」メニューからアクセスできま
す。
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メーターウィンドウを開く / 閉じる
プロジェクトに不要なすべてのメーターウィンドウを閉じることができます。
•

メーターウィンドウを開くには、
「メーター (Meters)」を選択してメー
ターウィンドウを選択します。

•

ドッキングされているメーターウィンドウを閉じるには、メーターウィ
ンドウのタブを右クリックして「表示しない (Hide)」を選択します。

•

切り離されているメーターウィンドウを閉じるには、
「X」ボタンをク
リックします。

スライドアウトウィンドウ
スライドアウトウィンドウは、
「ワークスペース」ウィンドウのフレームに隠
れています。ウィンドウ名にマウスポインターを合わせると、ウィンドウが
スライドアウトします。どこか別の場所をクリックすると、ウィンドウはま
た非表示になります。

スライドアウトウィンドウタブ

開いたスライドアウトウィンドウ

ツールウィンドウとメーターウィンドウのドッキング /
切り離し
ツールウィンドウとメーターウィンドウは、ドッキングウィンドウ、フロー
ティングウィンドウ、またはスライドアウトウィンドウとして使用できます。
これらのウィンドウは、ドラッグで自由に移動してさまざまな場所にドッキ
ングできます。
•

ツールウィンドウまたはメーターウィンドウを切り離すには、それぞれ
のタブを別の場所にドラッグします。
これにより、ツールウィンドウまたはメーターウィンドウが、自由に移
動できるフローティングウィンドウになります。
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•

ツールウィンドウまたはメーターウィンドウを他の場所にドッキングす
るには、キャプションバーをクリックしたままにするか、キャプション
バーの右側にある「オプション (Options)」ボタンをクリックして「タ
ブグループを任意の場所にドッキング (Dock Tab Group Elsewhere)」を
選択します。
黄色のアイコンはドッキングウィンドウの場所、ピンクのアイコンはス
ライドアウトウィンドウの場所を示します。ウィンドウをいずれかの場
所にドラッグします。

•

フローティング状態のツールウィンドウまたはメーターウィンドウを、
そのウィンドウが最後にドッキングされていた場所にドッキングするに
は、キャプションバーの右側にある「オプション (Options)」 ボタンを
クリックして「最後に配置されていた場所にふたたびドッキング (Dock
to Last Place Again)」を選択します。

関連リンク
41 ページの「スライドアウトウィンドウ」

フローティングウィンドウの透明度の設定
ツールウィンドウおよびメーターウィンドウがアクティブでない場合に、こ
れらのウィンドウが半透明になるように設定できます。この設定を行なうに
は、環境設定で透明度の値を指定し、ウィンドウごとに半透明化の設定をオ
ンにします。
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•

透明度の値を指定するには、「ファイル (File)」>「ユーザー設定
(Preferences)」>「グローバル (Global)」を選択し、
「表示形式
(Display)」タブを選択します。「ツールウィンドウ (Tool Windows)」セ
クションで、
「ウィンドウの透明度 (Window Transparency)」フィール
ドに値を指定します。

•

ツールウィンドウまたはメーターウィンドウの半透明化をオンにするに
は、ウィンドウの右上にある「タブグループ (Tab Group)」ボタンをク
リックし、
「ウィンドウの半透明化 (Auto Transparency)」を選択します。

関連リンク
342 ページの「環境設定」

フローティングメーターウィンドウのキャプションバーを非表示に
する
画面を広く使用するために、ウィンドウがアクティブでない場合に、フロー
ティングメーターウィンドウのキャプションバーを自動的に非表示にできま
す。これは各フローティングウィンドウで個別に設定できます。

手順
1.
2.

フローティングメーターウィンドウで、ウィンドウの右上の「オプショ
ン」 ボタンをクリックします。
「自動キャプションバー (Auto Caption Bar)」を選択します。

コマンドバー
ファイルウィンドウのコマンドバーでは、ファイルを作成する、開く、保存
する、および変更を元に戻す / やり直すなどの操作を行なえます。また、テ
キストフィールドを使用して、開いているファイルをすばやく見つけてアク
セスしたり、キーワードを適用したりできます。

新規 (New)
オーディオファイル、オーディオモンタージュ、または Podcast を作成
できます。新規ファイルを作成するか、テンプレートを使用できます。

43

ワークスペースウィンドウ
ステータスバー

開く (Open)
オーディオファイル、オーディオモンタージュ、または Podcast を開く
ことができます。
保存 (Save)
アクティブなファイルを保存します。
名前を付けて保存 (Save As)
アクティブなファイルを保存します。名前、ファイル形式、および場所
を指定できます。アクティブなファイルのコピーを保存することもでき
ます。
Cubase を更新 (Trigger Cubase Update)
アクティブなファイルを Cubase の「Edit in WaveLab (WaveLab で編
集)」から開いた場合、Cubase プロジェクトを更新します。
元に戻す (Undo)
変更を取り消します。
やり直し (Redo)
取り消した変更をやり直します。
逆方向にナビゲート / 順方向にナビゲート (Navigate Backwards/Navigate
Forwards)
「オーディオエディター」および「オーディオモンタージュ」ウィンド
ウでは、編集操作を元に戻したりやり直したりすることなく、前 / 次の
カーソル位置、表示倍率、または選択範囲に移動できます。
コマンドバーをカスタマイズ (Customize Command Bar)
コマンドバーに表示するボタンを選択できます。
ウィンドウを最大化 (Maximize Window)
ウィンドウを最大化します。ウィンドウを元のサイズに戻すには、ボタ
ンをもう一度クリックします。
レイアウトオプション (Layout Options)
コマンドバーおよびトランスポートバーの位置を設定できます。
関連リンク
313 ページの「WaveLab Exchange」

ステータスバー
「オーディオエディター」および「オーディオモンタージュ」ウィンドウの一
番下に表示されるステータスバーには、ルーラーで指定した単位で、アク
ティブなウィンドウに関する情報が表示されます。
ステータスバーに表示される情報は、カーソルの位置や、選択したオーディ
オ範囲に応じて更新されます。
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時間 / レベル (dB)
マウスポインター位置におけるオーディオファイルの時間が表示されま
す。
「オーディオエディター」には、レベルも表示されます。
編集カーソル位置のオーディオ情報 (Audio Information at Edit Cursor)
編集カーソル位置の時間が表示されます。この情報は、カーソルの位置
を変更すると変わります。
•

カーソル位置を設定するには、
「編集カーソル位置のオーディオ情
報 (Audio Information at Edit Cursor)」フィールドをクリックし、
「カーソル位置 (Cursor Position)」ダイアログを開きます。

•

カーソル位置をフォーカスするには、
「編集カーソル位置のオー
ディオ情報 (Audio Information at Edit Cursor)」フィールドを右ク
リックします。

オーディオ選択インジケーター (Audio Selection Indicator) (オーディオエディ
ター) / オーディオ範囲インジケーター (Audio Range Indicator) (オーディオモ
ンタージュ)
「オーディオエディター」では、現在選択しているオーディオデータの
長さ (指定していない場合はオーディオファイルの全長) が表示されま
す。
「オーディオモンタージュ」ウィンドウでは、オーディオ選択範囲の長
さ (クリップが選択されている場合)、またはオーディオモンタージュの
サイズが表示されます。
ズームインしているときには、インジケーターを右クリックして、選択
されているオーディオ範囲、アクティブなクリップ、またはファイル全
体を表示できます。インジケーターを左クリックすると、
「オーディオ
範囲 (Audio Range)」ダイアログが表示され、選択範囲を定義または調
節できます。
表示倍率 (Zoom Indicator)
現在の表示倍率が表示されます。
•

詳細なズーム設定が行なえるポップアップメニューを開くには、
インジケーターをクリックします。

•

「表示倍率の設定 (Zoom Factor)」ダイアログを開いて表示倍率を
設定するには、インジケーターを右クリックします。

サンプラーキーインジケーター (Sampler Key Indicator) (オーディオエディ
ターのみ)
現在のオーディオファイルのキーを表示します (設定されている場合の
み)。インジケーターをクリックすると、
「サンプルデータの属性
(Sample Attributes)」ウィンドウが開きます。
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オーディオ属性 (Audio Properties Indicator)
「オーディオエディター」では、ビット解像度とサンプリングレートが
表示されます。オーディオファイルがモノラルかステレオかも表示され
ます。インジケーターをクリックすると、「オーディオ属性 (Audio
Properties)」ダイアログが開きます。
「オーディオモンタージュ」ウィンドウでは、オーディオチャンネルの
数とオーディオモンタージュのサンプリングレートが表示されます。イ
ンジケーターをクリックすると、
「モンタージュ属性 (Audio Montage
Properties)」ダイアログが開きます。
マスターセクションをバイパス (Bypass Master Section)
このボタンをオンにすると、「マスターセクション」が無視されます。
オフにすると、オーディオが「マスターセクション」経由で再生されま
す。
バックグラウンド情報
ステータスバーには、エフェクトのレンダリングなど、いくつかのバッ
クグラウンド操作の進捗状況が表示されます。これらの操作は、ボタン
をクリックして一時停止またはキャンセルできます。

コンテキストメニュー
WaveLab Elements 全体で、さまざまなコンテキストメニューを使用できま
す。コンテキストメニューでは、アクティブなウィンドウに固有のコマンド
やオプションがグループ化されています。
コンテキストメニューは特定の領域を右クリックすると表示され、ワークフ
ローを短縮するのに役立ちます。
たとえば、ファイルのタブを右クリックすると、関連するいくつかのファイ
ルオプションを含むコンテキストメニューが表示されます。波形ウィンドウ
のルーラーを右クリックすると、
「タイムルーラー (Time Ruler)」コンテキス
トメニューが表示され、タイムルーラーの表示形式を変更するオプションに
アクセスできます。
ほとんどのコンテキストメニューコマンドはタブ、ファイルウィンドウ、お
よびメインメニューにもありますが、一部のコマンドはコンテキストメ
ニューにしかありません。機能を検索するときは、現在作業しているウィン
ドウを右クリックして、コンテキストメニューがあるかどうかを確認してく
ださい。
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モンタージュウィンドウのコンテキストメニュー

タイムルーラーとレベルルーラー
「オーディオエディター」の波形ウィンドウでは、タイムルーラーとレベル
ルーラーを表示できます。
「オーディオモンタージュ」ウィンドウのモンター
ジュウィンドウでは、タイムルーラーを表示できます。
また、ルーラーに表示される時間とレベルの単位を設定することもできます。
タイムルーラー

レベルルーラー 「オーディオエディター」のみ)
(

タイムルーラーとレベルルーラーのオプション
ルーラーを右クリックしてポップアップメニューから形式を選択することで、
波形ウィンドウの各ルーラーの時間形式とレベル (振幅) 形式を指定したり、
モンタージュウィンドウの各ルーラーの時間形式を指定したりできます。
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タイムルーラーのメニュー
タイムコード (Timecode)
さまざまな SMPTE タイムコードの種類と CD 分解能用のフレーム / 秒が
表示されます。
タイムコードの種類は「時間の表示形式 (Time Format)」ダイアログで
指定できます。
時 / 分 / 秒 (Clock)
時間の単位が表示されます。
サンプル (Samples)
位置がサンプル数として表示されます。1 秒間のサンプル数はオーディ
オファイルのサンプリングレートによって異なります。たとえば、
44.1kHz の場合、1 秒間に 44100 個のサンプルがあります。
小節と拍 (Bars and Beats)
小節と拍が表示されます。
ファイルサイズ (File Size) (オーディオエディターのみ)
位置がメガバイト単位で表示されます。小数点以下はキロバイトを表わ
します。
グリッドの表示 (Show Grid) (オーディオモンタージュウィンドウのみ)
モンタージュウィンドウに垂直線をタイムルーラーの目盛りに揃えて表
示します。
時間の表示形式 (Time Format)
「時間の表示形式 (Time Format)」ダイアログが表示されます。タイム
ルーラー形式の表示方法を設定できます。
現在の設定を初期値として保存 (Save Current Settings as Default)
この項目をオンにすると、タイムルーラーはすべての新規の波形ウィン
ドウまたはモンタージュウィンドウに現在の時間形式を使用します。
ルーラーの基準点をファイルの始めに設定 (Set Rulerʼs Origin to Start of File)
この項目をオンにすると、ルーラーのゼロ点が最初のサンプルの始めに
設定されます。
ルーラーの基準点をカーソル位置に設定 (Set Rulerʼs Origin at Cursor)
この項目をオンにすると、ルーラーのゼロ点が現在の編集カーソル位置
に設定されます。
ルーラーの基準点を BWF タイムリファレンスに設定 (Set Rulerʼs Origin to
BWF Reference) (オーディオエディターのみ)
この項目をオンにすると、最初のサンプルが BWF タイムリファレンス
に合わせられます (タイムリファレンスが存在する場合)。
関連リンク
50 ページの「「時間の表示形式 (Time Format)」ダイアログ」
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タイムルーラーとレベルルーラー

レベルルーラーのメニュー (オーディオエディターのみ)
dB
レベル形式をデシベルに設定します。
+- 100 %
レベル形式をパーセントに設定します。
ノーマライズ済み +1 / -1 (Normalized +1 / -1)
32 ビット浮動小数点オーディオに合わせたルーラーのグラデーション
で、レベル形式を表示します。
16 ビットスケール (16-bit range)
16 ビットオーディオに合わせたルーラーのグラデーションで、レベル形
式を表示します。
24 ビットスケール (24-bit range)
24 ビットオーディオに合わせたルーラーのグラデーションで、レベル形
式を表示します。
現在の設定を初期値として保存 (Save current settings as default)
この項目をオンにすると、レベルルーラーはすべての新規の波形ウィン
ドウに現在のレベル形式を使用します。

拍節ベース表示の操作
作業中の素材がテンポベースである場合、ルーラーの単位に拍節形式 (小節、
拍、またはティック) を選択できます。これによって、音楽に相関した分割位
置を見つけやすくなります。

手順
1.

波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウで、タイムルーラーを右
クリックし、
「小節と拍 (Bars and Beats)」を選択します。

2.

タイムルーラーを右クリックし、
「時間の表示形式 (Time Format)」を選
択します。

3.

「拍節単位 (Meter)」タブで、オーディオファイルに適した値に「拍子記
号 (Time Signature)」と「テンポ (Tempo)」を設定します。

4.

「4 分音符あたりの分解能 (Ticks per Quarter Note)」設定を希望する値に
設定します。
たとえば、MIDI シーケンサーで使用している値と同じ値に設定できます。

5.

「OK」をクリックします。
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タイムルーラーとレベルルーラー

編集カーソル位置の設定
再生や選択など、多くの操作は現在の編集カーソル位置に応じて異なる動作
をします。たとえば、通常、再生は編集カーソル位置から始まります。現在
の編集カーソル位置は点滅する垂直ラインで表示されます。
編集カーソルはさまざまな方法で移動できます。
•

波形ウィンドウ、モンタージュウィンドウ、またはタイムルーラーの任
意の場所をクリックします。選択範囲が設定されている場合、タイム
ルーラーをクリックすると、範囲が選択解除されません。

•

タイムルーラー内でクリックアンドドラッグします。

•

トランスポートコントロールを使用します。

•

「オーディオエディター」または「オーディオモンタージュ」ウィンド
ウで「表示 (View)」タブを選択し、
「カーソル (Cursor)」セクションのオ
プションを使用します。

•

矢印キーを使用します。

•

マーカーをダブルクリックします。

「時間の表示形式 (Time Format)」ダイアログ
このダイアログでは、ルーラーの時間の表示形式をカスタマイズできます。
ルーラーの時間形式は、ステータスバーや一部のダイアログなど、さまざま
な時間フィールドでも使用されます。
•

「時間の表示形式 (Time Format)」ダイアログを開くには、
「オーディオ
エディター」または「オーディオモンタージュ」ウィンドウでルーラー
を右クリックして、
「時間の表示形式 (Time Format)」を選択します。
「オーディオエディター」では、オーバービューディスプレイとメイン
ディスプレイに異なる時間表示形式を設定できます。

「タイムコード (Timecode)」タブ
このタブでは、
「タイムコード (Timecode)」オプションの表示方法を設定でき
ます。
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タブの管理

フレーム / 秒 (Frames per Second)
標準的なフレームレートのリストです。ポップアップメニューから「そ
の他 (Other)」を選択すると、カスタムフレームレートを入力できます。
また、表示するフレームや単位を選択することもできます。
絶対フレームを表示 (Show Absolute Frames)
フレーム数で時間が表示されます。他の時間単位は表示されません。
1/4 フレーム (Show Quarter Frames)
フレームの 1/4 単位の値が時間形式に追加されます。
1/100 フレーム (Show Hundredth Frames)
フレームの 1/100 単位の値が時間形式に追加されます。
時間の単位を表示する (h/mn/s/ms) (Show Units)
ルーラーの時間形式に時間の単位が追加されます。

「時 / 分 / 秒 (Clock)」タブ
このタブでは、「時 / 分 / 秒 (Clock)」オプションの表示方法を設定できます。
時間の単位を表示する (h/mn/s/ms) (Show Units)
ルーラーの時間形式に時間の単位が追加されます。
数値のみを区切って表示する (Compact)
単位なしの時間を表示します。

「拍節単位 (Meter)」タブ
このタブでは、「小節と拍 (Bars and Beats)」オプションの表示方法を設定で
きます。
拍子記号 (Time Signature)
音楽ベースの時間表示に使用する拍子記号を設定できます。
テンポ (Tempo)
音楽ベースの時間表示に使用するテンポを設定できます。
4 分音符あたりの分解能 (Ticks per Quarter Note)
4 分音符あたりのティック数を設定できます。これは、シーケンサーに
対応した時間表示に使用されます。

タブの管理
タブは、WaveLab Elements におけるファイルのコンテナです。複数のタブを
開けますが、一度にアクティブにできるのは 1 つだけです。
「タブ」コンテキ
ストメニューでは、タブ関連のオプションが用意されています。
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フルスクリーンモードの有効化

ファイルタブ
ファイルタブを右クリックすると、以下のオプションが表示されます。

追加先 (Add to)
アクティブなファイルを別のエディターに追加できます。
閉じる (Close)
アクティブなタブを閉じます。
このタブ以外をすべて閉じる (Close All But This)
アクティブなファイル以外のすべてのファイルを閉じます。
情報 (Info)
アクティブなファイルに関する情報を表示します。
ファイルエクスプローラー /Mac Finder 上に表示 (Reveal in Windows
Explorer/Mac OS Finder)
ファイルエクスプローラー /Mac Finder が開き、ファイルの場所が表示
されます。
クリップボードにコピー (Copy to Clipboard)
メニューが開き、ファイルに関する情報のうち、クリップボードにコ
ピーする情報を選択できます。
最近使用したファイル (Recent Files)
最近使用したファイルを開くことができます。

フルスクリーンモードの有効化
手順
•

「ワークスペース (Workspace)」>「フルスクリーン (Full Screen)」を選
択します。
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ファイルを開く
手順
1.

「ファイル (File)」>「開く (Open)」を選択します。

2.

開くファイルのタイプを選択します。
例 : 「オーディオファイル (Audio File)」

3.
4.

ファイルブラウザーから、開くファイルを選択します。
「開く (Open)」をクリックします。

クリップボードからファイルを開く
ファイルエクスプローラー /Mac Finder でクリップボードにコピーしたファイ
ルを WaveLab Elements で開くことができます。

手順
1.

ファイルエクスプローラー /Mac Finder で、開きたいファイルをクリッ
プボードにコピーします。

2.

WaveLab Elements で、
「ファイル (File)」>「開く (Open)」を選択しま
す。

3.

「クリップボードからファイルを開く (Open Files from Clipboard)」をク
リックします。

結果
新しいファイルタブにファイルが開きます。

ファイルを専用タブグループで自動的に開く
タブグループごとに、優先するファイルタイプを指定できます。レンダリン
グ後に開いたファイル、オーディオモンタージュから開いたオーディオファ
イル、または ファイルエクスプローラー /Mac Finder から開いたファイルは、
自動的にこのファイルタイプに対応するタブグループで開かれます。
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値の編集

•

タブグループに対して優先するファイルタイプを指定するには、タブグ
ループのヘッダーにある「ファイルタブグループオプション (File Tab
Group Options)」 をクリックし、ファイルタイプを選択します。

値の編集
プログラムのさまざまな場所で、テキストフィールドとノブの組み合わせを
使用して、数値を編集できます。
一部の値は、複数の要素で構成されています (たとえば、12mn 30sec 120ms)。
各値は、以下の方法で編集できます。
•

値を変更するには、値のフィールドをクリックし新しい値を入力する
か、値のフィールドにある小さな矢印をクリックします。

•

1 単位ずつ値を変更するには、[ ← ] と [ → ] キーを押します。

•

複数単位で値を変更するには、[Page Up] と [Page Down] キーを押しま
す。

•

マウスホイールで値を変更するには、マウスポインターを値の上に置
き、マウスホイールを回すか、MIDI コントローラーの AI KNOB を使用し
ます。

•

マウスで値を変更するには、値をクリックしてマウスを上下にドラッグ
します。

•

最大値と最小値にジャンプするには、[Home] と [End] キーを押します。

•

他の値に移動するには、[ ← ] と [ → ] キーを押します。

ドラッグ操作
WaveLab Elements では、さまざまな操作の実行に、ドラッグアンドドロップ
を使用できます。一部の操作はこの方法でしか実行できません。このヘルプ
では、ドラッグアンドドロップをドラッグ操作といいます。
•

オブジェクトをドラッグするには、オブジェクト上にマウスを置いた状
態で、マウスをクリックしたままドラッグします。マウスボタンを放し
て、オブジェクトをドロップします。
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ドラッグ操作

ファイル、テキスト、クリップ、リストの項目、マーカーなど、さまざまな
タイプのオブジェクトを、ドラッグ元とドラッグ先が異なる場所間でドラッ
グできます。

補足
WaveLab Elements から Steinberg 社の Nuendo にファイルをドラッグアンド
ドロップすることもできます。
•

タブグループ内でタブの順序を変更するには、タブを横方向にドラッグ
します。別のウィンドウにタブを移動するには、タブを縦方向にドラッ
グします。

•

ファイルを開くには、WaveLab Elements の「ファイルブラウザー (File
Browser)」ウィンドウ、OS のファイルブラウザー、または他のアプリ
ケーションから、タブバーにファイルをドラッグします。

•

ファイルのコピーを作成するには、タブをタブバーの別の場所へ縦方向
にドラッグし、[Ctrl]/[Command] を押したままマウスボタンを放しま
す。

•

ツールウィンドウとメーターウィンドウはドラッグでドッキングしたり
切り離したりできます。

関連リンク
41 ページの「ツールウィンドウとメーターウィンドウのドッキング / 切
り離し」

オーディオエディターおよびオーディオモンタージュウィンドウ
でのドラッグ操作
•

オーディオファイルを別のオーディオファイルに挿入するには、ファイ
ルのタイトルバーを別のファイルの波形にドラッグします。
「ファイル
ブラウザー (File Browser)」ウィンドウ、OS のファイルブラウザー、ま
たは別のアプリケーションから、
「オーディオエディター」にオーディ
オファイルをドラッグすることもできます。

•

マーカーを移動するには、タイムルーラー上の別の場所にマーカーをド
ラッグします。

•

マーカーのコピーを作成するには、[Shift] を押したまま、タイムルー
ラー上の別の場所にマーカーをドラッグします。

•

マーカーを削除するには、タイムルーラーより上の領域までマーカーを
ドラッグします。

•

オーディオ選択範囲をコピーするには、オーディオの選択範囲を、同じ
ファイルまたは別のファイルの波形領域にドラッグします。

•

選択範囲を拡大または縮小するには、選択範囲の始め / 終わりに編集
カーソルを置き、左右にドラッグします。
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操作の取り消し / 再実行

•

現在の選択範囲を解除することなく編集カーソルを移動してアンカーに
スナップするには、[Shift] を押したまま、オーディオファイル / モン
タージュカーソルの近くにマウスを移動します。マウスポインターの形
が変わり、カーソルを左右にドラッグできます。

•

現在の選択範囲を変更または解除することなく編集カーソルを移動する
には、[Shift] を押したまま、編集カーソルをクリックし、別の場所にド
ラッグします。

•

波形を横方向にスクロールするには、タイムルーラーの上でバーをク
リックし、左右にドラッグします。波形上でマウスのホイールをクリッ
クして、左右にドラッグすることもできます。

•

選択した文字列から標準マーカーを作成するには、外部アプリケーショ
ンで選択した文字列をタイムルーラーにドロップします。その文字列
が、マーカーの名前になります。

•

モノラルファイルのステレオコピー、またはステレオファイルのミック
スされたコピーを作成するには、タブをタブバーの別の場所にドラッグ
し、[Ctrl]+[Alt] (Windows) または [Option]+[Ctrl] (Mac) を押したまま、
マウスボタンを放します。

Podcast ウィンドウでのドラッグ操作
•

エピソードリストでエピソードの順序を変更するには、エピソードを別
の場所にドラッグします。

マスターセクションでのドラッグ操作
•

処理の順序を変更するには、エフェクトを別のエフェクトスロットにド
ラッグします。

操作の取り消し / 再実行
操作を必要なだけ取り消し / 再実行できます。取り消し / 再実行ができる操作
の数は、ハードディスクの空き容量に依存します。
「オーディオエディター」または「オーディオモンタージュ」ウィンドウで操
作を取り消したり再実行したりすると、表示倍率、カーソル位置、スクロー
ル位置、クリップの選択状態、および時間範囲は操作を実行する前の状態に
復元されます。
•

操作を取り消し / 再実行するには、
「オーディオエディター」または
「オーディオモンタージュ」ウィンドウのタイトルバーで、「元に戻す
(Undo)」 または「やり直し (Redo)」 をクリックします。
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ズーム

戻る / 進む
オーディオファイルおよびオーディオモンタージュでは、編集操作を元に戻
したりやり直したりすることなく、前 / 次のカーソル位置、表示倍率、およ
び選択範囲に移動できます。

手順
1.

「オーディオエディター」または「オーディオモンタージュ」ウィンド
ウで、
「表示 (View)」タブを選択します。

2.

「ナビゲート (Navigate)」セクションで、「戻る (Backwards)」または
「進む (Forwards)」をクリックします。

ズーム
水平ズーム
•

最大限にズームアウトすると、ファイル全体がウィンドウ内に収まりま
す。

•

最大限にズームインすると、各サンプルが数ピクセルで画面上に表示さ
れます。これによって、波形をサンプル精度で編集できます。

•

最大限にズームアウトすると、波形の高さがウィンドウ内に収まりま
す。

•

徐々にズームインすると、画面上に全体の高さの一部だけが表示される
ようになります。垂直スクロールバーを使用すると、表示されるセク
ションを正確に調節できます。ルーラーを確認すると、画面に表示され
ている波形の位置を把握できます。

•

波形の垂直方向の表示を最適化するには、[Ctrl]/[Command] を押し、タ
イムルーラー上でマウスボタンを押したままにして、マウスを上下にド
ラッグします。

•

ズームレベルが非常に高い場合、各サンプルはステップと点で表示され
ます。ステップは実際にデジタル化された状態を表わしています。一
方、点によって (特に値がゼロの) サンプルが見やすくなります。

•

カーブは、アナログ再構成信号の推定値も表わしており、トゥルーピー
クを知る目安になります。

垂直ズーム

高いズームレベル
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ズーム

オーバービューおよびメインビューセクションでのズーム (オーディオエディターのみ)
•

オーバービューおよびメインビューセクションで、異なるズームレベル
を使用できます。オーバービューでは、タイムルーラー上の範囲インジ
ケーターが、メインビューで表示されているファイルセクションの位置
を表わします。

•

ズームレベルを調節するには、範囲インジケーターの端をドラッグしま
す。

•

メインビューでスクロールするには、範囲インジケーターをドラッグし
ます。範囲インジケーターはオーバービュー表示の一番上に表示されま
す。

•

スクロールバーを使用してズームレベルを調節するには、スクロール
バーの端をドラッグします。

ズームコントロールを使用したズーム
メインビューとオーバービューには、水平ズームコントロールと垂直ズーム
コントロールがあります。

•

横方向にズームするには、
「水平ズーム (Horizontal Zoom)」コントロー
ルをクリックし、左右にドラッグするか、マウスホイールを使用しま
す。
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ズーム

•

縦方向にズームするには、
「垂直ズーム (Vertical Zoom)」コントロール
をクリックし、上下にドラッグするか、マウスホイールを使用します。

•

最大限にズームアウトするには、ズームコントロールをダブルクリック
します。

ズームツールを使用したズーム
「ズーム」ツールは、波形の特定のセクションを波形ウィンドウ全体に拡大表
示するために使用されます。このツールは「オーディオエディター」のみで
使用できます。

メインビューでのズームツールの使用
波形ウィンドウのメインビューで選択した範囲が拡大され、メインビュー全
体に表示されます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、「表示 (View)」タブを選択します。

2.

「ズーム (Zoom)」セクションで、
「ズーム (Zoom)」 をクリックします。

3.

波形ウィンドウのメインビューで、左右にクリックアンドドラッグし、
マウスボタンを放します。
波形の選択された部分がメインビュー全体に表示されます。

オーバービューでのズームツールの使用
波形ウィンドウのオーバービューで選択した範囲がメインビューに表示され
ます。

手順
•

波形ウィンドウのオーバービューで、左右にクリックアンドドラッグ
し、マウスボタンを放します。

結果
選択した波形の範囲がメインビューに表示されます。
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マウスを使用したズーム
マウスを使用して、クリックアンドドラッグするかマウスホイールを使用す
ると、表示倍率を変更できます。
•

水平方向にズームするには、波形ウィンドウまたはモンタージュウィン
ドウで、マウスポインターをタイムルーラー上に置き、上下にクリック
アンドドラッグします。

•

カーソル位置を保ちながら水平方向にズームするには、マウスポイン
ターをタイムルーラー上に置き、[Shift] を押したまま上下にドラッグし
ます。
また、マウスホイールを使用することもできます。
[Ctrl]/[Command]+[Shift] を押したまま波形にマウスポインターを置き、
マウスホイールを動かします。

•

マウスホイールを使用して、マウスポインターの位置を中心に水平方向
にズームするには、[Ctrl]/[Command] を押したまま波形にマウスポイン
ターを置き、マウスホイールを動かします。

•

編集カーソルの位置を中心に水平方向にズームするには、
[Ctrl]/[Command]+[Shift] を押したまま波形にマウスポインターを置き、
マウスホイールを動かします。

•

マウスホイールを使用して垂直方向にズームするには、[Shift] を押した
まま波形にマウスポインターを置き、マウスホイールを動かします。

オーディオエディターのみ
•

垂直方向にズームするには、波形ウィンドウで、マウスポインターをレ
ベルルーラー上に置き、左右にクリックアンドドラッグします。

•

垂直ズームを 0dB にリセットするには、レベルルーラーをダブルクリッ
クします。

•

現在表示されているサンプルの最小値と最大値に最適な値に垂直ズーム
を設定するには、レベルルーラーが 0dB に設定されていることを確認
し、レベルルーラーをダブルクリックします。

キーボードを使用したズーム
アクティブな波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウですばやくズー
ムするには、コンピューターキーボードの矢印キーを使用します。
•

アクティブな波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウで水平方向
にズームするには、[ ↑ ] または [ ↓ ] を押します。

•

アクティブな波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウで垂直方向
にズームするには、[Shift] を押したまま [ ↑ ] または [ ↓ ] を押します。

•

高さがちょうど収まるように垂直方向にズームするには、
[Ctrl]/[Command]+[Shift]+[ ↑ ] を押します。
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•

最大限にズームアウトするには、[Ctrl]/[Command]+[ ↓ ] を押します。

•

最大限にズームインするには、[Ctrl]/[Command]+[ ↑ ] を押します。

補足
「ズームキーの間隔 (Interval for Zoom Key Command)」オプションで、ズー
ムの間隔を設定できます。このオプションは、「ユーザー設定 (Preferences)」
の「グローバル (Global)」ページにある「オプション (Options)」タブで設定
できます。
関連リンク
342 ページの「環境設定」

ズームオプション
ズームオプションを使用すると、さまざまなズーム設定にすばやくアクセス
できます。
ズームオプションは、「オーディオエディター」および「オーディオモンター
ジュ」ウィンドウの「表示 (View)」タブにある「ズーム (Zoom)」セクション
で使用できます。
時間 (Time)
選択した時間範囲が表示されるよう表示倍率を調整できるポップアップ
メニューが表示されます。
「1 対 1 に拡大 (Zoom in 1:1)」は、スクリーン
の 1 ピクセルが 1 サンプルを表わすようにズームインします。
表示倍率を編集するには、
「表示倍率の編集 (Edit Zoom Factor)」をク
リックします。
「表示倍率の設定 (Zoom Factor)」ダイアログが表示され
ます。以下の設定を編集できます。
•

「時間範囲を設定 (Set Time Range)」では、表示する時間範囲を指
定できます。

•

「1 ピクセルあたりのサンプル数 (Samples per Screen Point)」では、
モニター画面の 1 ピクセルに対応するオーディオサンプルの数を
指定できます。

•

「1 サンプルあたりのピクセル数 (Screen Points per Sample)」では、
1 つのオーディオサンプルを表示するピクセルの数を指定できま
す。

ズーム (Zoom)
拡大する時間範囲を定義できる「ズーム」ツールをアクティブにしま
す。
選択範囲を拡大表示 (Zoom Selection)
現在の選択範囲がモンタージュウィンドウ全体に表示されるよう、ウィ
ンドウをズームします。
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クリップ全体を表示 (Display Whole Clip) (オーディオモンタージュウィンドウ
のみ)
アクティブなクリップが表示されるようにビューが調整されます。
最大倍率で表示 (Microscope)
最大限にズームインします。
オーディオズームイン (10 倍) / オーディオズームアウト (10 倍) (Zoom in
Audio (10x) /Zoom out Audio (10x))
大きなステップでズームイン / ズームアウトします。
オーディオズームイン / オーディオズームアウト (Zoom in Audio/Zoom out
Audio)
小さなステップでズームイン / ズームアウトします。
レベル (Level)
選択した dB 値未満のサンプルのみが表示されるよう、表示倍率を調整
します。
垂直方向の表示最適化 (Optimize Vertical Zoom) (オーディオエディターのみ)
ピークが完全に表示されるように、垂直方向の表示倍率を変更します。
この調整は、波形ウィンドウ / モンタージュウィンドウに表示されてい
る波形セクションに応じて実行されます。
ズームを 0dB にリセット (Reset Zoom to 0 dB)
0dB までのオーディオレベルが表示されるよう表示倍率を調整します。
垂直ズームイン / 垂直ズームアウト (Zoom in Vertically/Zoom out Vertically)
ズームイン / アウトして、レベルの低い / 高い波形を表示します。

オーディオモンタージュでのズーム
「オーディオモンタージュ」ウィンドウのズームオプションは、
「オーディオ
エディター」のズームオプションと非常に良く似ています。ただし、トラック
に対する追加のズームオプションがあります。

オーディオモンタージュのズームボタン
「オーディオモンタージュ」ウィンドウのズームボタンを使用して、ズームの
プリセットを適用できます。
•

選択されたトラックだけ表示したり、選択されたトラックの上下のト
ラックも表示したりするには、それぞれ対応するボタンをクリックしま
す。

62

プロジェクトの操作
ズーム

•

アクティブなクリップが表示可能領域の 25%、50%、または 100% に収
まるようズームを設定するには、それぞれ対応するボタンをクリックし
ます。

•

特定の領域を選択するには、[Ctrl]/[Command] をクリックし、拡大表示
するトラックおよびクリップを含む長方形を描くようにドラッグしま
す。

表示されるトラックの増減
「オーディオモンタージュ」ウィンドウに表示されるトラックの数は、モン
タージュウィンドウの右下にあるズームコントロールで変更できます。
•

表示されるトラック数を増やすには、小さな虫眼鏡アイコンをクリック
します。

•

表示されるトラック数を減らすには、大きな虫眼鏡アイコンをクリック
します。

•

1 つのトラックをモンタージュウィンドウ全体に表示するには、トラッ
クコントロール領域の数字ボタンをクリックし、ポップアップメニュー
で「ズーム (Zoom)」を選択します。
また、トラックの下側の領域を右クリックし、ポップアップメニューか
ら「クリップ全体を表示 (Display Whole Clip)」を選択することもできま
す。
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プリセット
一般的に使用する設定を保存するプリセットを作成できます。
WaveLab Elements で表示されるほとんどのダイアログには、使用できるファ
クトリープリセットがいくつか用意されています。
プリセットは、カスタマイズして保存できます。次にプログラムを起動する
ときに、このプリセットを利用できるようになります。
プリセットは 1 つのファイルとして保存され、サブフォルダーに整理できま
す。プリセットのルートフォルダーは、プリセットのタイプごとに異なり、
変更できません。

プリセットの保存
手順
1.

使用するダイアログを開き、パラメーターを変更します。

2.

「プリセット (Presets)」ポップアップメニューを開いて「名前を付けて
保存 (Save As)」を選択します。

3.

必要に応じて、フォルダーアイコンをクリックし、このプリセットの保
存場所として使用するサブフォルダーの名前を入力します。

4.

名前を入力します。

5.

「保存 (Save)」をクリックします。

プリセットの読み込み
保存されているプリセットまたはファクトリープリセットをダイアログやプ
ラグインに適用するには、プリセットを読み込む必要があります。

手順
1.

ダイアログで、「プリセット (Presets)」ポップアップメニューを開きま
す。

2.

適用するプリセットを選択します。

プリセットの変更
プリセットを変更して、変更内容を保存できます。

手順
1.

使用するダイアログを開きます。

2.

変更するプリセットを読み込みます。
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3.
4.

ダイアログのパラメーターを変更します。
「プリセット (Presets)」ポップアップメニューを開いて「保存 (Save)」
を選択します。

プリセットの削除
手順
1.

使用するダイアログを開きます。

2.

削除するプリセットを選択します。

3.

「プリセット (Presets)」ポップアップメニューを開いて「プリセットの
整理 (Organize Presets)」を選択します。

4.

ファイルエクスプローラー /Mac Finder で、削除するプリセットファイ
ルを選択し、[Del] を押します。

一時的なプリセットの保存と呼び出し
一部のダイアログでは、一時的なプリセットを 5 つまで保存したり読み込ん
だりできます。これは、異なる設定を簡単にテストしたり比較したりすると
きに役立ちます。

プリセットの一時的な保存
手順
1.

使用するダイアログを開き、設定を行ないます。

2.

「プリセット (Presets)」ポップアップメニューを開きます。

3.

「設定を一時的に記録 (Store Temporarily)」サブメニューからスロット
を選択します。

一時的なプリセットの呼び出し
手順
1.

プリセットを保存したダイアログを開きます。

2.

「プリセット (Presets)」ポップアップメニューを開きます。

3.

「設定を呼び出す (Restore)」サブメニューからプリセットを選択します。
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最近使用したファイル
WaveLab Elements で最近使用したすべてのファイルは、リストに保存されて
います。このリストを使用すると、最近のプロジェクトをすばやく利用でき
ます。
「ファイル (File)」メニューから、最近使用したファイルを開けます。

表示する最近使用したファイルの数の設定
手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「グローバル
(Global)」を選択します。

2.

「環境設定 (Global Preferences)」ウィンドウで、
「表示形式 (Display)」
タブを選択します。

3.

「履歴 (History)」セクションで、
「最近使用したファイル (Recent File)」
メニューに表示する項目の最大数を設定します。

「保存 (Save)」/「名前を付けて保存 (Save As)」
•

いったんファイルを保存したあとは、
「ファイル (File)」>「保存 (Save)」
を選択するか、[Ctrl]/[Command]+[S] を押すとファイルが更新され、変
更内容が確定されます。

•

新しい名前、場所、またはファイル形式を指定する場合は、
「ファイル
(File)」>「名前を付けて保存 (Save As)」を選択します。

補足
「オーディオエディター」では、
「コピーを保存 (Save Copy)」を除くすべての
保存操作で、
「元に戻す (Undo)」操作の履歴が消去されます。このため、保存
後の操作の取り消しや再実行はできません。
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タブの色
タブの上のラインにより、ファイルが保存されているかどうか、Cubase でレ
ンダリング済みかどうかが分かります。
白
ファイルは変更されていません。
緑 (オーディオエディターのみ)
ファイルはデコードされたファイル形式を使用しており、保存されてい
ます。
赤
ファイルは変更されており、変更内容がまだ保存されていません。
黄色
ファイルは Cubase でレンダリング済みです。

変更未保存インジケーター
ファイルに変更を加えると、ファイル名の横にアスタリスクが表示されます。
アスタリスクは、ファイルを保存するまで表示されます。

複数ファイルの同時保存
開いている一部またはすべてのファイルを一度に保存できます。

手順
1.

「ファイル (File)」ウィンドウを開き、
「すべてを保存 (Save All)」をク
リックします。

2.

保存するファイルを選択します。

3.

「保存 (Save)」をクリックします。
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ファイルのコピーの保存
作業中のファイルのコピーを保存できます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「名前を付けて保存 (Save As)」を選択します。

2.
3.

名前と保存場所を指定します。
「保存 (Save)」を右クリックして「コピーを保存 (Save Copy)」を選択し
ます。

保存時のファイルに戻す
作業中のファイルを最後に保存した状態に戻せます。この場合、ファイルを
最後に保存したあとでファイルに加えた変更はすべて取り消されます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「開く (Open)」を選択します。

2.

開くファイルのタイプを選択します。

3.

「保存時のファイルに戻す (Revert to Saved File)」をクリックします。

4.

警告ダイアログで「はい (Yes)」をクリックすると、ファイルは最後に
保存した状態に戻ります。

結果
最後に保存した状態のファイルがディスクから読み込まれます。

自動バックアップ
ファイルのバックアップを自動的に作成できます。
たとえば、
「名前を付けて保存 (Save As)」を選択し、そのフォルダーですでに
使用されているファイル名を指定した場合、既存のファイルを置き換えるか、
既存のファイルを置き換えて古いファイルの名前を変更するかを尋ねるダイ
アログが表示されます。
「置き換えて古いファイルを保持 (Replace and Keep
Old)」をクリックした場合、置き換えられるオーディオファイルのバック
アップの名前は、元の名前の後ろに .bak が付いたものになります。

オーディオモンタージュの保存について
オーディオモンタージュの保存操作はオーディオファイルと同様です。ただ
し、オーディオモンタージュを保存するときにいくつかの注意点があります。
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•

オーディオモンタージュファイルには、オーディオファイルの参照情報
しか含まれていません。オーディオモンタージュが参照しているオー
ディオファイルの名前を変更するには、
「オーディオエディター」の
「情報 (Info)」ウィンドウでオーディオファイルの名前を変更します。ク
リップの参照情報がすべて自動的に更新されます。

•

オーディオモンタージュに名称未設定のオーディオファイルを参照して
いるクリップが含まれている場合は、オーディオモンタージュを保存す
る前にオーディオファイルを保存します。

関連リンク
74 ページの「ファイル名の変更」

テンプレート
頻繁に使用するファイル設定をテンプレートとして保存できます。テンプ
レートは、新しいオーディオファイル、オーディオモンタージュ、または
Podcast を作成するときに役立ちます。

「テンプレート (Templates)」タブ
このタブにはすべてのテンプレートが表示され、テンプレートを作成したり
開いたりできます。
•

「テンプレート (Templates)」タブを開くには、
「ファイル (File)」>「新
規 (New)」を選択し、ファイルの種類を選択して「テンプレート
(Templates)」をクリックします。

利用できるテンプレートのリスト
保存されているすべてのテンプレートが表示されます。
テンプレートを追加 (Add Template)
新しいテンプレートを追加したり、既存のテンプレートを更新したりで
きます。
テンプレート名をデフォルトファイル名として使用 (Use Template Name as
Default File Name)
この項目をオンにして「テンプレートを追加 (Add Template)」をクリッ
クすると、テンプレート名を使用した新しいファイルが作成されます。
この項目をオフにすると、新規ファイルの名前は「名称未設定
(untitled)」になります。
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選択フォルダーを開く (Explore)
テンプレートファイルが収められているフォルダーを開きます。ここ
で、テンプレート名を変更したりテンプレートを削除したりできます。

テンプレートの作成
アクティブなオーディオモンタージュ、オーディオファイル、または Podcast
からテンプレートを作成し、そのテンプレートをもとに新しくファイルを作
成できます。
前提
テンプレートのベースにするファイルを選択します。

手順
1.
2.

「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択します。
テンプレートを作成するファイルの種類を選択します。

3.

「テンプレート (Templates)」をクリックします。

4.

「テンプレート (Templates)」タブで、以下のいずれかを行ないます。
•

新しいテンプレートを作成するには、「テンプレートを追加 (Add
Template)」をクリックし、設定を行なって「作成 (Create)」をクリック
します。

•

既存のテンプレートを更新するには、「テンプレートを追加 (Add
Template)」をクリックし、更新するテンプレートの名前を入力して「作
成 (Create)」をクリックします。

5.

必要に応じて、テンプレート名をデフォルトのファイル名として使用す
る場合は、
「テンプレート名をデフォルトファイル名として使用 (Use
Template Name as Default File Name)」をオンにします。

6.

オーディオファイルテンプレートまたはオーディオモンタージュテンプ
レートを保存または更新するときに、詳細設定を行なえます。
•

オーディオファイルテンプレートを保存するときには、「オーディオファ
イルテンプレート (Audio File Template)」ダイアログが開きます。ここ
で、オーディオファイル形式を設定するかどうかを選択できます。

•

オーディオモンタージュテンプレートを保存するときには、「オーディオ
モンタージュテンプレート (Audio Montage Template)」ダイアログが開
きます。ここで、トラックプラグイン、クリップ、およびマーカーを含
めるかどうかを選択できます。オーディオファイル形式を設定するかど
うかも選択します。

オーディオファイルテンプレート
「オーディオファイルテンプレート (Audio File Template)」ダイアログには、
作成するオーディオファイルテンプレートのオーディオ属性が表示されます。
オーディオファイルテンプレートの作成時には、メタデータオプションを含
む特定のオーディオファイル設定を常に関連付けるかどうかも選択できます。
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•

「オーディオファイルテンプレート (Audio File Template)」ダイアログを
開くには、
「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択し、「オーディオ
ファイル (Audio File)」をクリックして、「テンプレート (Templates)」
をクリックします。
「テンプレート (Templates)」タブで「テンプレート
を追加 (Add Template)」をクリックします。

オーディオファイル形式の設定 (Attach Audio File Format)
この項目をオンにすると、初期設定では、「実行 (Render)」または「名
前を付けて保存 (Save As)」ダイアログを開いたとき、下の欄で指定する
オーディオファイル設定が提示されます。
テンプレート名 (Template Name)
テンプレートの名前を入力できます。

オーディオモンタージュテンプレート
「オーディオモンタージュテンプレート (Audio Montage Template)」ダイアロ
グでは、オーディオモンタージュテンプレートの作成時にさまざまなオプ
ションを設定できます。
•

「オーディオモンタージュテンプレート (Audio Montage Template)」ダ
イアログを開くには、「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択し、
「オーディオモンタージュ (Audio Montage)」をクリックして、
「テンプ
レート (Templates)」をクリックします。「テンプレート (Templates)」
タブで「テンプレートを追加 (Add Template)」をクリックします。
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クリップを含める (Include Clips)
この項目をオンにすると、クリップがテンプレートに保存されます。
トラックプラグインとマスタープラグインを含める (Include Track and Master
Plug-ins)
この項目をオンにすると、トラックプラグインとマスタープラグインが
テンプレートに保存されます。
マーカーを含める (Include Markers)
この項目をオンにすると、マーカーがテンプレートに保存されます。
オーディオファイル形式の設定 (Attach Audio File Format)
この項目をオンにすると、初期設定では、「実行 (Render)」ダイアログ
を開いたとき、下の欄で指定するオーディオファイル設定が提示されま
す。
テンプレート名 (Template Name)
テンプレートの名前を入力できます。

テンプレートからのファイルの作成
テンプレートからファイルを作成することで、テンプレートの設定を使用で
きます。

手順
1.
2.
3.
4.

「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択します。
作成するファイルのタイプを選択します。
「テンプレート (Templates)」をクリックします。
使用できるテンプレートのリストから、新規ファイルのもとにするテン
プレートを選択します。
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テンプレートの削除
手順
1.

「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択します。

2.

テンプレートを削除するファイルの種類を選択します。

3.

「テンプレート (Templates)」をクリックします。

4.

「選択フォルダーを開く (Explore)」をクリックします。

5.

ファイルエクスプローラー /Mac Finder で、テンプレートを削除します。

テンプレート名の変更
手順
1.
2.

「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択します。
テンプレート名を変更するファイルの種類を選択します。

3.

「テンプレート (Templates)」をクリックします。

4.

「選択フォルダーを開く (Explore)」をクリックします。

5.

ファイルエクスプローラー /Mac Finder で、テンプレート名を変更しま
す。

ファイル名の変更
ファイル名を変更し、すべての参照情報を自動的に更新できます。たとえば、
India というオーディオファイルの名前を Sitar に変更する場合、ファイル
India を参照している、開いているすべてのファイルが、ファイル Sitar を参
照するように更新されます。
これに応じて、オーディオファイル、ピークファイル、およびマーカーファ
イルも名前が変更されます。
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ファイル名の変更
前提
他のファイルから参照されているファイルの名前を変更するには、
WaveLab Elements で名前を変更しようとしているファイルを参照するファイ
ルを開きます。

手順
1.

名前を変更するファイルを開きます。

2.

「ファイル (File)」タブを選択します。

3.

「情報 (Info)」をクリックします。

4.

「名前 (Name)」セクションで、新しい名前や新しいファイルの保存場所
を入力します。

5.
6.

ファイルの接尾辞をドロップダウンリストから選択します。
「変更を適用 (Apply Changes)」をクリックします。

ファイルの削除
WaveLab Elements 内から、アクティブなファイルを削除できます。
前提
削除するファイルは、クリップボードにコピーされておらず、開いている別
のファイルに貼り付けられておらず、別のアプリケーションで開かれていな
い必要があります。

手順
1.

削除するファイルを開きます。

2.

「ファイル (File)」タブを選択します。

3.

「情報 (Info)」をクリックします。

4.

「削除 (Delete)」をクリックします。

5.

「OK」をクリックします。

結果
ファイルとそのピークおよびマーカーファイルが削除されます。
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一時ファイル
一時ファイルは、取り消し / 再実行機能などの特定の操作に使用されます。
WaveLab Elements が一時ファイルを保存する場所を指定できます。
たとえば、ソースファイルが C: ドライブに存在する場合は、一時フォルダー
として D:\temp および E:\temp を指定できます。これにより、パフォーマン
スが向上し、ディスクの断片化が減少します。
関連リンク
75 ページの「フォルダーの指定」

作業フォルダーとドキュメントフォルダー
WaveLab Elements では、作業フォルダーとドキュメントフォルダーは区別さ
れます。
•

作業フォルダーには、一時ファイルが保存されます。

•

ドキュメントフォルダーには、オーディオファイル、オーディオモン
タージュなど、WaveLab Elements 固有のファイルが含まれます。

フォルダーの指定
ファイルを開く操作または保存する操作を行なうときに開くドキュメント
フォルダーを指定できます。一時ファイル用の作業フォルダーを 3 つまで指
定することもできます。

手順
1.

フォルダーを指定するファイルを開きます。

2.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「フォルダー
(Folders)」を選択します。

3.

「フォルダー (Folders)」タブで、場所を指定するフォルダーの種類をク
リックします。

4.

「フォルダー (Folder)」フィールドに場所を指定します。

5.

(オプション) 選択したフォルダーの種類によっては、詳細設定を行なえ
ます。

「フォルダー (Folders)」タブ
このタブでは、各ファイルタイプのデフォルトのドキュメントフォルダーと
作業フォルダーを指定できます。
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•

「フォルダー (Folders)」タブを開くには、
「ファイル (File)」>「ユーザー
設定 (Preferences)」>「フォルダー (Folders)」を選択します。

左側のリストで、設定を行なうフォルダーの種類を指定します。
一時ファイル用フォルダー (Folder for Temporary Files)
一時ファイルを保存するフォルダーを指定します。
付属ファイル (Companion Files)
付属ファイルを保存するフォルダーを指定します。このファイルには、
オーディオファイルの「マスターセクション」プリセットと表示設定が
含まれます。
キャッシュフォルダー (Cache Folder)
キャッシュフォルダーを指定するには、
「デコードされたファイルに
キャッシュフォルダーを使用 (Use Cache Folder for Decoded Files)」を
オンにします。キャッシュフォルダーには、MP3 ファイルなどの圧縮
ファイル形式のファイルを操作するときに作成される Wave ファイルが
含まれます。キャッシュフォルダーが無制限に大きくなることを防ぐた
め、WaveLab Elements はこのフォルダー内の各ファイルの日付を確認
し、基準日数以前に作成されたファイルを削除します。
「デコードされたファイルにキャッシュフォルダーを使用 (Use Cache
Folder for Decoded Files)」をオフにすると、圧縮ファイルを開くたびに
デコードが行なわれます。
オーディオファイル - フォルダーを開く / フォルダーを保存 (Audio File - Open
Folder/Save Folder)
オーディオファイルを開くときと保存するときのデフォルトフォルダー
を指定します。
オーディオモンタージュ - フォルダーを開く / フォルダーを保存 (Audio
Montage - Open Folder/Save Folder)
オーディオモンタージュファイルを開くときと保存するときのデフォル
トフォルダーを指定します。
選択した項目によって、ダイアログの右側に表示される設定値は変わります。
現在のフォルダー (Current Folder)
このフィールドには、初期設定で使用されるフォルダーが表示されま
す。右側のフォルダーボタンをクリックすると、フォルダーを選択した
り、新規フォルダーを作成したりできます。
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最後に使用したフォルダーを表示 (Keep Last Used)
選択した種類のファイルを前回保存したり開いたりしたフォルダーが表
示されます。
保存時にフォルダー変更した場合は変更 / 開く際にフォルダー変更した場合
は変更 (Change When Save Folder Changes/Change When Open Folder
Changes)
保存時のデフォルトフォルダーを変更したときに、開くときのデフォル
トフォルダーを更新します。また、その逆も同様です。特定のファイル
タイプに対して、そのファイルタイプを保存するときと開くときに同じ
フォルダーを使用するには、保存するときと開くときの両方のフォル
ダーでこの項目をオンにします。
アプリケーションの起動時、次のフォルダーにリセットする (On Opening the
Application, Revert to This Folder)
この項目をオンにすると、WaveLab Elements を起動するたびに特定の
フォルダーにリセットされます。これによって、保存するとき / 開くと
きのフォルダーへの変更は一時的なものになり、WaveLab Elements を
再起動するときにリセットされます。

SoundCloud に書き出し
SoundCloud は、オーディオファイルをアップロードおよび共有できるオンラ
インのプラットフォームです。オーディオファイルを WaveLab Elements か
ら SoundCloud アカウントに書き出すことができます。
SoundCloud アカウントをお持ちでない場合、www.soundcloud.com にアク
セスして登録してください。

手順
1.

「ファイル (File)」>「書き出し (Export)」を選択します。

2.

「SoundCloud に書き出し (Export to SoundCloud)」をクリックします。

3.

SoundCloud アカウントにログインすると、ファイルのアップロードが
開始されます。

タスク終了後の項目
オーディオファイルをアップロードしたら、SoundCloud でプライバシー設定
を編集したり、メタデータを追加したりできます。
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現在のファイルへのフォーカス設定
フローティングウィンドウまたはツールウィンドウでの編集中に波形 / モン
タージュウィンドウにフォーカスを切り替えたい場合は、
「現在のファイルに
フォーカスを合わせる (Set Focus on Current File)」オプションを使用します。

手順
•

波形 / モンタージュウィンドウにフォーカスを合わせるには、いずれか
のウィンドウで、[Ctrl]/[Command]+[F12] を押します。
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トランスポートバー
このコマンドバーでは、オーディオファイルまたはオーディオモンタージュ
の再生をコントロールしたり、オーディオファイル内またはオーディオモン
タージュ内のさまざまな位置をナビゲートしたり、
「録音 (Recording)」ダイ
アログを開いたりできます。
トランスポートバーは「オーディオエディター」と「オーディオモンター
ジュ」ウィンドウで使用できます。
初期設定では、トランスポートバーの拡張オプションが非表示になっていま
す。
•

トランスポートバーを拡張するには、トランスポートバーの「トランス
ポートバーを拡張 (Extend Transport Bar)」をクリックします。

プリセット (Presets)
プリセットを保存したり適用したりできます。
プリロールを実行 / ポストロールを実行 (Perform Pre-Roll/Perform Post-Roll)
「アンカー位置から再生 (Play from Anchor)」
、「アンカー位置まで再生
(Play until Anchor)」
、および「オーディオの範囲再生 (Play Audio
Range)」コマンドでプリロールまたはポストロールをオンにします。
ボタンを右クリックして、プリロールまたはポストロールの長さを選択
し、プリロール / ポストロールを適用したいコマンドを指定します。プ
リロール / ポストロール時間を編集するには、「プリロールおよびポス
トロールの時間を編集 (Edit Pre-Roll and Post-Roll Times)」を選択しま
す。
オーディオの範囲再生 (Play Audio Range)
オーディオの選択範囲を再生します。ポストロール設定とプリロール設
定が反映されます。このボタンを右クリックすると、関連オプションと
自動選択モードを含むメニューが開きます。
•

「範囲を自動選択 (Auto Select Range)」をオンにすると、編集作業
に従って範囲が自動的に選択されます。
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•

「編集中に自動再生 (Auto Replay While Editing)」をオンにすると、
範囲の編集中にマウスボタンを押したままにしてショートカット
で再生を行なった場合、自動的に再生が繰り返されます。たとえ
ば、ループを設定する場合に、この機能が便利です。
この項目は、
「自動選択 (Auto Select)」モードが無効になっている
場合でも有効です。

•

「編集中にトラックをソロにする (Solo Track When Editing)」をオ
ンにすると、モンタージュウィンドウで範囲の編集中にマウスボ
タンを押したままにした場合、ショートカットで再生を開始する
と、
「オーディオの範囲再生 (Play Audio Range)」、「アンカー位置
から再生 (Play from Anchor)」、または「アンカー位置まで再生
(Play until Anchor)」でトラックがソロになります。この項目は
「オーディオモンタージュ」ウィンドウだけで使用できます。

再生対象としてさまざまなオーディオ範囲を選択できます。
•

「時間範囲 (Time selection)」

•

「マーカーペア間のリージョン (Region between Marker Pairs)」

•

「クリップ (Clip)」 (オーディオモンタージュのみ)

•

「クロスフェード (Crossfade)」 (オーディオモンタージュのみ)

•

「フェードイン (Fade In)」 (オーディオモンタージュのみ)

•

「フェードアウト (Fade Out)」 (オーディオモンタージュのみ)

アンカー位置まで再生 / アンカー位置から再生 (Play until Anchor/Play from
Anchor)
アンカー位置まで、またはアンカー位置から再生します。プリロール設
定とポストロール設定が反映されます。このボタンを右クリックする
と、関連オプションと自動選択モードを含むメニューが開きます。
•

「アンカーを自動選択 (Auto Select Anchor)」をオンにすると、編
集作業に従ってアンカーが自動的に選択されます。

•

「編集中に自動再生 (Auto Replay While Editing)」をオンにすると、
アンカーの編集中にマウスボタンを押したままにしてショート
カットで再生を行なった場合、自動的に再生が繰り返されます。
たとえば、ループを設定する場合に、この機能が便利です。
この項目は、
「自動選択 (Auto Select)」モードが無効になっている
場合でも有効です。

•

「編集中にトラックをソロにする (Solo Track When Editing)」をオ
ンにすると、モンタージュウィンドウでアンカーの編集中にマウ
スボタンを押したままにした場合、ショートカットで再生を開始
すると、「オーディオの範囲再生 (Play Audio Range)」
、「アンカー
位置から再生 (Play from Anchor)」
、または「アンカー位置まで再
生 (Play until Anchor)」でトラックがソロになります。この項目は
「オーディオモンタージュ」ウィンドウだけで使用できます。

「アンカー位置から再生 (Play from Anchor)」と「アンカー位置まで再生
(Play until Anchor)」コマンドの参照として使用するアンカーを選択でき
ます。複数のマーカーなど、複数のアンカー候補がある場合は、最後の
選択項目が参照アンカーとして使用されます。何も選択されていない場
合は、編集カーソルの位置に最も近いものが使用されます。
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以下のいずれかのアンカーを選択できます。
•

「編集カーソル (Edit Cursor)」

•

「ファイルの始め (Start of File)」

•

「時間選択範囲の開始位置 (Start of Selected Time Range)」

•

「時間選択範囲の終了位置 (End of Selected Time Range)」

•

「すべてのマーカー (Any Marker)」

•

「リージョン開始マーカー (Region Start Marker)」

•

「リージョン終了マーカー (Region End Marker)」

•

「クリップの開始位置 (Clip Start)」 (オーディオモンタージュのみ)

•

「クリップの終了位置 (Clip End)」 (オーディオモンタージュのみ)

•

「アクティブクリップ内で選択したエンベロープポイント (Selected
Envelope Point in Active Clip)」 (オーディオモンタージュのみ)

リージョンマーカーペアなどのアンカーが検出されると、緑色のアン
カーマーカーで示されます。

ファイルの始めへ / ファイルの終わりへ (Move Cursor to Start of File/Move
Cursor to End of File)
編集カーソルをファイルの始め / 終わりへ移動します。
再生位置を左へ移動 / 再生位置を右へ移動 (Move Playback Position
Backwards/Move Playback Position Forwards)
編集カーソルの位置を左 / 右に移動します。再生中にクリックすると、
再生が新しい編集カーソルの位置へジャンプします。
編集カーソルをファイルの始め / 終わりに移動するには、
[Ctrl]/[Command] を押して「再生位置を左 / 右へ移動 (Move Playback
Position Backwards/Forwards)」ボタンをクリックします。
ナビゲーションアンカーを使用すると、編集カーソルをオーディオファ
イルまたはオーディオモンタージュ内の特定に位置へ移動できます。
「再生位置を左へ移動 / 再生位置を右へ移動 (Move Playback Position
Backwards/Forwards)」ボタンを右クリックすると、「ナビゲーションア
ンカー (Navigation Anchors)」ポップアップメニューが開きます。ここ
で、ナビゲーションアンカーの種類を設定できます。再生中にクリック
すると、アンカー位置から再生が続けられます。
ループ (Loop)
ループモードをオンにします。ループボタンを右クリックして、リピー
ト再生するか一定回数だけ再生するか選択します。
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再生を停止 (Stop Playback)
再生を停止します。すでに再生が停止している場合、編集カーソルが前
の開始位置へジャンプします。このボタンを右クリックすると、
「カー
ソルを開始位置に戻す (Move Cursor Back to Start Position)」ポップアッ
プメニューが開きます。
•

「標準再生の後 (After Standard Playback)」をオンにすると、標準
再生が停止したときに、編集カーソルが開始位置に戻ります。

•

「再生後の位置で停止 (After Automated Playback)」をオンにする
と、
「アンカー位置から再生 (Play from Anchor)」、「アンカー位置
まで再生 (Play until Anchor)」
、または「オーディオの範囲再生
(Play Audio Range)」オプションによる再生が停止したときに、編
集カーソルが開始位置に戻ります。

カーソル位置から再生を開始 (Start Playback from Cursor)
アクティブなオーディオファイルまたはオーディオモンタージュが編集
カーソルの位置から再生されます。
再生中のオーディオがアクティブなオーディオファイルでない場合、
「再生」ボタンの色が変わります。この現象は、たとえば再生中に別の
ファイルウィンドウに切り替えた場合に起こります。
アクティブウィンドウで再生中の再生ボタン (左) と別のウィンドウで再
生中の再生ボタン (右)
前回停止した位置から再生を開始することもできます。このボタンを右
クリックすると、
「リードシーケンス (Lead Sequence)」ポップアップメ
ニューが開きます。
•

「開始 (Start)」を選択すると、カーソルの位置から再生が始まりま
す。

•

「最後の中断から再開 (Resume from Last Interruption)」を選択す
ると、前回停止した位置から再生が始まります。

録音 (Record)
「録音 (Recording)」ダイアログが表示されます。
タイムディスプレイ
編集カーソルの位置または再生位置を表示します。クリックすると別の
時間単位を選択できます。

Podcast エディターのトランスポートバー
「Podcast エディター」では、簡易トランスポートバーを使用して、選択した
Podcast エピソードを再生できます。
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再生ボタン
トランスポートバーの「再生」ボタンをクリックすると、編集カーソルの位
置から、アクティブなオーディオファイルまたはオーディオモンタージュが
再生されます。
キーボードのスペースバーまたは [Enter] キーを使用して再生を開始すること
もできます。再生中に [Space] を押すと再生が停止し、再生中に [Enter] を押
すと前回再生を開始した位置からもう一度再生されます。
「ループ」ボタンをオンにしている場合、オーディオの範囲を選択していれ
ば、その選択範囲がループ再生されます。範囲を選択していない場合は、
ループマーカーによってリージョンが定義されていれば、リージョンがルー
プ再生されます。選択範囲もループマーカーもない場合は、ファイル全体が
ループ再生されます。
標準の再生コマンドは、
「オーディオの範囲再生 (Play Audio Range)」
、
「アン
カー位置から再生 (Play from Anchor)」、および「アンカー位置まで再生 (Play
until Anchor)」オプションの影響を受けません。

停止ボタン
トランスポートバーの「停止」ボタンまたはテンキーの [0] をクリックした結
果は、状況によって異なります。
•

停止モードで「停止」操作を行なうと、編集カーソルは、前回の再生開
始マーカーまたは選択範囲の開始位置のいずれか近い方へ移動します。
最終的にはファイルの始めへ移動します。

•

選択範囲がない場合または編集カーソルが選択範囲の左側にある場合、
カーソルはファイルの始めへ移動します。

オーディオの範囲再生
トランスポートバーの「オーディオの範囲再生 (Play Audio Range)」オプショ
ンを使用してオーディオを範囲再生できます。

手順
1.

トランスポートバーで「オーディオの範囲再生 (Play Audio Range)」を
右クリックして、再生する範囲の種類を選択します。

2.

必要に応じて、「プリロールを実行 (Perform Pre-Roll)」と「ポストロー
ルを実行 (Perform Post-Roll)」をオンにします。

3.

再生したい範囲内に編集カーソルを置くか、範囲を選択します。
この選択範囲と、オンにした場合はプリロール / ポストロール時間が、タイム
ルーラーに表示されます。
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4.

選択範囲を再生するには、トランスポートバーの「オーディオの範囲再
生 (Play Audio Range)」ボタンをクリックするか、[F6] を押します。

結果
選択範囲が再生されます。プリロール設定とポストロール設定が反映されま
す。
「ループ (Loop)」モードが有効な場合、プリロールは最初のループの前に
のみ、ポストロールは最後のループのあとにのみ使用されます。

アンカー位置から再生またはアンカー位置まで再生
トランスポートバーの「アンカー位置から再生 (Play from Anchor)」オプショ
ンまたは「アンカー位置まで再生 (Play until Anchor)」オプションを使用し
て、アンカー位置から、または特定のアンカー位置まで、オーディオを再生
できます。

手順
1.

トランスポートバーで、
「アンカー位置から再生 (Play from Anchor)」ま
たは「アンカー位置まで再生 (Play until Anchor)」を右クリックしてア
ンカータイプを選択します。

2.

選択したアンカータイプに応じて、波形ウィンドウまたはモンタージュ
ウィンドウで、再生したい範囲内に編集カーソルを配置します。
たとえば、「リージョン開始マーカー (Region Start Marker)」を選択した場合、
再生を開始または終了したいリージョンマーカーペアの領域内の任意の場所を
クリックします。緑色のアンカーマーカーが、選択したアンカーへジャンプし
ます。

3.

必要に応じて、「プリロールを実行 (Perform Pre-Roll)」と「ポストロー
ルを実行 (Perform Post-Roll)」をオンにします。

4.

アンカーマーカー位置から再生するには、トランスポートバーの「アン
カー位置から再生 (Play from Anchor)」ボタンをクリックするか、[F7]
を押します。アンカーマーカー位置まで再生するには、トランスポート
バーの「アンカー位置まで再生 (Play until Anchor)」ボタンをクリック
するか、[F8] を押します。

結果
アンカーから再生が始まるか、アンカーで再生が停止します。プリロール設
定とポストロール設定が反映されます。
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「アンカー位置から再生 (Play from Anchor)」機能および「アンカー位置まで
再生 (Play until Anchor)」機能
トランスポートバーの「アンカー位置から再生 (Play from Anchor)」機能また
は「アンカー位置まで再生 (Play until Anchor)」機能を使用して、アンカー位
置から、またはアンカー位置まで、オーディオを再生できます。これらの再
生機能は、プリロール設定とポストロール設定に応じて動作が異なります。
アンカー位置から再生 (Play from Anchor)
•

ポストロールをオンにしている場合、アンカー位置から再生が始
まり、ポストロール時間が経過した時点で再生が停止します。ポ
ストロールが選択されていない場合、オーディオファイルまたは
オーディオモンタージュの終わりまで再生が続けられます。

•

プリロールをオンにしている場合、選択したアンカーからプリ
ロール時間だけさかのぼって、再生が始まります。

•

プリロールとポストロールをオンにしている場合、選択したアン
カーからプリロール時間だけさかのぼって再生が始まり、アン
カー位置のあと、ポストロール時間が経過した時点で再生が停止
します。

•

ループモードをオンにしている場合、プリロール設定とポスト
ロール設定が反映されます。これによって、範囲設定を追加しな
くても、編集カーソル位置前後をループ再生できます。

アンカー位置まで再生 (Play until Anchor)
•

カーソルから再生が始まり、選択したアンカーで再生が停止しま
す。カーソルが選択したアンカー位置を過ぎている場合、選択し
たアンカーから再生が始まります。プリロールをオンにしている
場合、プリロールが反映されます。

•

プリロールをオンにしている場合、選択したアンカーからプリ
ロール時間だけさかのぼって再生が始まり、選択したアンカーで
停止します。

•

アンカーが選択されていない場合、「アンカー位置まで再生 (Play
until Anchor)」はオフになります。

•

ループ設定は無視されます。
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「自動選択 (Auto Select)」モードの使用
再生のショートカットとの組み合わせにより、自動選択モードを使用して、
オーディオ範囲またはアンカーを再生できます。これにより、編集作業を簡
単にモニタリングできます。

手順
1.

トランスポートバーの「アンカー位置まで再生 (Play until Anchor)」ボ
タンを右クリックし、
「アンカーを自動選択 (Auto Select Anchor)」をオ
ンにします。

2.

「オーディオの範囲再生 (Play Audio Range)」ボタンを右クリックして、
「範囲を自動選択 (Auto Select Range)」をオンにします。

3.

波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウで、以下のいずれかを行
ないます。
•

範囲を選択。

•

マーカーペアの領域内をクリック。

•

フェードイン、フェードアウト、またはクロスフェードをクリック。

•

波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウ内の任意の場所をクリッ
ク。

•

マーカーをドラッグ。

操作に応じて、最も適切な範囲またはアンカーが選択されます。たとえば、
マーカーペアの領域内をクリックした場合、そのリージョンが再生範囲として
選択されます。
選択された範囲またはアンカーがタイムルーラーに表示されます。

補足
「アンカーを自動選択 (Auto Select Anchor)」モードでも「範囲を自動選択
(Auto Select Range)」モードでも、トランスポートバーの範囲およびアンカー
オプションの一部を変更して、別の範囲やアンカーを再生できます。ただし、
マウスで編集を再開すると、範囲やアンカーが選択しなおされます。

4.

再生のショートカットを使用して再生を開始します。
•

選択されているオーディオ範囲を再生するには、[F6] を押します。

•

アンカー位置から再生するには、[F7] を押します。

•

アンカー位置まで再生するには、[F8] を押します。

結果
選択範囲が再生されるか、アンカー位置から再生が開始されるか、またはア
ンカー位置で再生が停止します。プリロール設定とポストロール設定が反映
されます。

補足
選択範囲は、他のすべての範囲より優先されます。他の範囲が自動選択され
るようにするには、選択範囲の選択を解除します。
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「編集中に自動再生 (Auto Replay While Editing)」の使用
マウスでオーディオを編集中に、自動的に再生を繰り返し行なえます。この
機能は、選択範囲の境界を、内容を確認しながら調節する場合などに役立ち
ます。

手順
1.

トランスポートバーの「アンカー位置まで再生 (Play until Anchor)」ボ
タンを右クリックし、「編集中に自動再生 (Auto Replay While Editing)」
をオンにします。

2.

波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウで範囲を選択し、マウス
ボタンを押したままにします。

3.

以下のいずれかのショートカットを使用して再生を開始します。

4.

•

選択されているオーディオ範囲を再生するには、[F6] を押します。

•

アンカー位置から再生するには、[F7] を押します。

•

アンカー位置まで再生するには、[F8] を押します。

カーソルを左右にドラッグします。
選択範囲が調整されて再生されます。マウスボタンを放すまで再生は続きます。
再生が終了すると、新しい選択範囲が再生されます。

再生中の範囲のスキップ
再生中、選択したオーディオ範囲を自動的にスキップできます。これによっ
て、特定の部分を除外した場合にオーディオ素材がどのように聞こえるか試
聴できます。

手順
1.

トランスポートバーで、
「範囲をスキップ (Skip Range)」 をオンにしま
す。

2.

「プリロールを実行 (Perform Pre-Roll)」と「ポストロールを実行
(Perform Post-Roll)」をオンにします。

3.

「オーディオの範囲再生 (Play Audio Range)」機能を使用したい場合は、
「範囲 (Ranges)」のいずれかのモードをオンにします。

4.

「範囲 (Ranges)」のモードに応じて、以下のいずれかを行ないます。
•

「時間範囲 (Time Selection)」をオンにした場合、波形ウィンドウでオー
ディオ範囲を選択します。

•

「マーカーペア間のリージョン (Region Between Marker Pairs)」をオンに
した場合、マーカーペアの間をクリックします。

タイムルーラーに、スキップされるオーディオ範囲と、プリロール時間および
ポストロール時間が表示されます。
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5.

「オーディオの範囲再生 (Play Audio Range)」を選択するか、[F6] を押し
ます。

結果
再生中、選択範囲がスキップされます。
ファクトリープリセットを使用して、再生中に選択範囲をスキップすること
もできます。
「範囲をスキップ (Skip Range)」をオンにして、オーディオ範囲
を選択し、[Shift]+[F6] を押します。

補足
時間範囲が設定されている場合、または除外開始と除外終了マーカーが設定
されている場合、このモードは「カーソル位置から再生を開始 (Start
Playback from Cursor)」ボタンでも有効です。この場合、プリロールおよび
ポストロール時間は無視されます。

ループ再生
再生中、ループ位置は常に更新されます。再生中にループの開始位置または
終了位置を変更すると、ループが変更されます。このようにして、リズム素
材用に選択する位置を試聴できます。
オーディオモンタージュの一部をループ対象にすると、選択した範囲の境界
内がループ再生されます。この範囲は、空のトラックを含め、あらゆるト
ラックから選択できます。選択範囲の垂直方向の位置は、ループ再生には影
響ありません。選択範囲の左右の境界のみが関係あります。

プリロールとポストロール
特定の位置の少し前から再生を開始したり (プリロール)、別の位置の少しあ
とで再生を停止したりできます (ポストロール)。たとえば、クリップを再生
している場合は、この機能で簡単な内容を知ることができます。
位置は、アンカーまたは範囲の最初と最後から選択できます。プリロール /
ポストロール時間は、タイムルーラーに表示されます。

プリロール / ポストロールをオンにするには、トランスポートバーの「ポス
トロールを実行 (Perform Post-Roll)」と「プリロールを実行 (Perform
Pre-Roll)」をオンにします。
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トランスポートバーのプリロールボタンまたはポストロールボタンを右ク
リックすると、プリロール / ポストロール時間を選択できます。また、ここ
では、プリロール / ポストロールの再生オプションを選択したり、「プリロー
ルとポストロールの時間 (Pre-Roll and Post-Roll Times)」ダイアログを表示し
たりできます。

「プリロールとポストロールの時間 (Pre-roll and Post-roll times)」ダイアログ
このダイアログでは、プリロールとポストロールの短い時間、中間の時間、
および長い時間を定義できます。これらの設定は WaveLab Elements 全体で
共通です。
•

「プリロールとポストロールの時間 (Pre-Roll and Post-Roll Times)」ダイ
アログを開くには、トランスポートバーのプリロールボタンまたはポス
トロールボタンを右クリックして、「プリロールおよびポストロールの
時間を編集 (Edit Pre-Roll and Post-Roll Times)」を選択します。

再生のショートカット
トランスポートバーのボタンに加えて、再生をコントロールするための
ショートカットがあります。
スペースバー
再生の開始 / 停止。このショートカットは波形ウィンドウやモンター
ジュウィンドウが非アクティブな場合でも使用できます。
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テンキーの [0]
再生を停止します。再生を停止した状態でこのショートカットを押す
と、編集カーソルは、前回の再生開始マーカーまたは選択範囲の開始位
置のいずれか近い方へ移動します。最終的にはファイルの始めへ移動し
ます。この操作は、トランスポートバーの「停止」をクリックすること
と同じです。このショートカットは波形ウィンドウやモンタージュウィ
ンドウが非アクティブな場合でも使用できます。
[Enter]
再生を開始します。再生中に押すと、前回の開始位置から再生が再開し
ます。この操作は、トランスポートバーの「カーソル位置から再生を開
始 (Start Playback from Cursor)」をクリックすることと同じです。
[F6]
トランスポートバーの「範囲 (Ranges)」セクションで選択している内容
に従って、選択範囲の再生を開始します。
[F7]
トランスポートバーの「アンカー (Anchors)」セクションで選択してい
る内容に従って、選択しているアンカーから再生を開始します。
[F8]
トランスポートバーの「アンカー (Anchors)」セクションで選択してい
る内容に従って、選択しているアンカーまで再生を開始します。

「トランスポートバープリセットを保存 (Save Transport Bar Preset)」
ダイアログ
このダイアログでは、トランスポートバーの設定をプリセットとして保存で
きます。
•

「トランスポートバープリセットを保存 (Save Transport Bar Preset)」ダ
イアログを開くには、トランスポートバーの「プリセット (Presets)」
フィールドをクリックして、「名前を付けて保存 (Save As)」を選択しま
す。
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パス
ファイルエクスプローラー /Mac Finder でプリセットのルートフォル
ダーを開きます。ここでは、プリセット用のサブフォルダーを作成でき
ます。
プリセットリスト
既存のすべてのプリセットがリストされています。
ファイル名 (Name)
プリセットの名前を指定します。
プリセットを選択したときの動作 (When a Preset Is Selected)
ショートカットに、カスタマイズした再生コマンドを割り当てます。た
とえば、短いプリロール / ポストロールを適用して範囲を再生する
ショートカットや、プリロール / ポストロールなしで範囲を再生する
ショートカットを設定できます。
再生を停止後、前のトランスポート設定を復元 (When Playback Stops,
Restore Previous Transport Settings)
この項目をオンにすると、再生前の設定が復元されます。これは、特別
な再生を実行して、再生後に標準の設定に自動的に戻したい場合に役立
ちます。
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トランスポートバーの位置の変更
トランスポートバーは、ファイルウィンドウの上、中央、または下に配置で
きます。

手順
1.

「オーディオエディター」または「オーディオモンタージュ」ウィンド
ウのタイトルバーの「レイアウトオプション (Layout Options)」をク
リックします。

2.

「トランスポートバー (Transport Bar)」セクションで、トランスポート
バーを「上 (Top)」
、
「中央 (Middle)」、または「下 (Bottom)」のどこに配
置するかを選択します。

トランスポートバーの非表示
手順
1.

「オーディオエディター」または「オーディオモンタージュ」ウィンド
ウのタイトルバーの「レイアウトオプション (Layout Options)」をク
リックします。

2.

「トランスポートバー (Transport Bar)」セクションで、「非表示
(Hidden)」を選択します。

ルーラーからの再生の開始
ルーラーを使用すると、特定の位置へジャンプして、そこから再生を開始で
きます。
•

ルーラーをダブルクリックすると、その位置から再生が始まります。再
生は、
「再生を停止 (Stop Playback)」をクリックするか、オーディオ
ファイルまたはオーディオモンタージュの終わりまで続きます。

•

再生位置を特定の位置に設定するには、再生中にルーラーをクリックし
ます。また、別のオーディオファイルまたはオーディオモンタージュの
タイムルーラーをクリックすることで、オーディオファイル間または
オーディオモンタージュ間で再生をすばやく切り替えられます。

•

マーカー位置から再生を開始するには、[Ctrl]/[Command] を押したまま
マーカーをダブルクリックします。
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「再生 (Play)」ツールの使用
このツールを使用すると、いずれかのチャンネルまたは両方のチャンネルを、
任意の位置から再生できます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、「編集 (Edit)」タブを選択します。

2.

「ツール (Tools)」セクションで、「再生 (Play)」ツールを選択するか、
[Alt]/[Option] を押したままにします。

3.

波形ウィンドウで、再生を始めたい位置をクリックします。
カーソルの形は、左 (L) と右 (R) のどちらのチャンネルを再生するかを示します。
チャンネルの中央で「再生 (Play)」ツールを使用すると、両方のチャンネルが
再生されます。

結果
再生は、マウスボタンを押している間、またはオーディオファイルの終わり
まで続きます。再生が停止すると、カーソルは再生開始位置に移動します。

ジョグ / シャトル再生
ジョグ / シャトル再生は、再生を繰り返してオーディオファイルの特定の位
置を見つけるのに便利です。ジョグ / シャトル再生を行なうには、再生中に
タイムルーラーをクリックしてドラッグするか、「再生 (Play)」ツールを使用
します。

「再生 (Play)」ツールを使用したジョグ / シャトル再生
手順
1.

「オーディオエディター」で、「編集 (Edit)」タブを選択します。

2.

「ツール (Tools)」セクションで、「再生 (Play)」ツールを選択するか、
[Alt]/[Option] を押したままにします。

3.

波形ウィンドウ内をクリックします。
クリックした位置から再生が始まります。

関連リンク
94 ページの「ジョグ / シャトル再生の設定」
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タイムルーラーを使用したジョグ / シャトル再生
手順
1.

再生を開始します。

2.

タイムルーラーをクリックし、マウスボタンを押したまま左右にドラッ
グします。

3.

ジョグ / シャトル再生が終了したら、マウスボタンを放します。
編集カーソルの位置からオーディオが再生され、短い範囲が一度だけループ再
生されます。

ジョグ / シャトル再生の設定
「オーディオファイル環境設定 (Audio Files Preferences)」で、
「再生 (Play)」
ツールの動作を定義できます。
「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「オーディオファイル
(Audio Files)」を選択します。
「ジョグ / シャトル再生 (Playback Scrubbing)」
セクションには、以下のオプションがあります。
•

「再生ツールでのみ使用する (Restrict to Play Tool)」をオンにすると、再
生中にタイムルーラーをクリックしてドラッグしても、ジョグ / シャト
ル再生は行なわれません。

•

「反復再生の幅 (Sensitivity)」設定では、「再生 (Play)」ツールでタイム
ルーラーをクリックしてドラッグしたときに一度だけ再生されるオー
ディオループの長さを決定します。

再生中の自動スクロール
「再生」モードにおけるビューのスクロール方法を決定できます。
•

スクロールモードを設定するには、「オーディオエディター」または
「オーディオモンタージュ」ウィンドウを開いて「表示 (View)」タブを
選択し、「再生 (Playback)」セクションでいずれかのオプションをオン
にします。

固定表示 (Steady View)
スクロールを無効にします。
カーソルを継続移動 (View Follows Cursor)
再生カーソルが隠れてしまわないようにビューが自動的にスクロールし
ます。

94

再生
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スクロール表示 (Scroll View)
再生カーソルがビューの中心に固定されるようにビュー画面がスクロー
ルします。

補足
再生中に音飛びする場合は、「固定表示 (Steady View)」をオンにしてくださ
い。

オーディオモンタージュウィンドウでの再生
「オーディオモンタージュ」ウィンドウでの再生操作は、
「オーディオエディ
ター」と同様です。ただし、いくつかの注意点があります。

トラックのミュートおよびソロ
オーディオモンタージュでトラックのミュート / ソロを設定するには、ト
ラックコントロール領域で該当のボタンを使用します。
•

トラックをミュートすると、ミュートボタンは黄色になります。

•

トラックをソロにすると、ソロボタンは赤色になります。

•

一度に「ソロ」にできるのは 1 つのトラックだけです。ただし、複数の
トラックを組み合わせて聴きたい場合は、「ソロ」をアクティブにした
まま他のトラックをミュート解除できます。

関連リンク
166 ページの「トラックコントロール領域」

個々のクリップの再生
トラックの個々のクリップを再生できます。重なっているクリップや他のト
ラックのクリップはミュートされます。

手順
1.

モンタージュウィンドウで、再生したいクリップの下側を右クリックし
ます。

2.

メニューで、以下のいずれかの再生オプションを選択します。
•

クリップを再生するには、「クリップを再生 (Play Clip)」を選択します。

•

クリップをプリロール付きで再生するには、「クリップをプリロール付き
で再生 (Play Clip with Pre-Roll)」を選択します。
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オーディオファイルの編集とは、オーディオファイルを開き、編集して保存
することです。

波形ウィンドウ
波形ウィンドウには、オーディオファイルがグラフィック表示されます。こ
こでは、個々のオーディオファイルを表示、再生、および編集します。

波形ウィンドウは 2 つのディスプレイで構成されます。1 つのディスプレイは
プロジェクト内をナビゲートするためのオーバービューとして、もう 1 つの
ディスプレイは編集用のメインビューとして使用できます。
「他のビューに同期する (Sync with Other View)」ボタンをクリックして波形
ディスプレイを同期すると、オーディオファイルの同じ部分を表示できます。
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波形ウィンドウ

オーディオファイルのスナップの対象
マーカーや選択範囲の境界といった位置を、スナップの対象として定義でき
ます。スナップの対象付近に要素をドラッグすると、要素がスナップの対象
にぴったりとスナップします。これにより、正確な位置に項目を簡単に配置
できます。
たとえば、いずれかのスナップの対象付近にマーカーを移動すると、マー
カーがスナップの対象にぴったりとスナップします。スナップ位置を示すラ
ベルが表示されます。

カーソルをスナップの対象位置に配置するには、タイムラインをクリックし
てマウスボタンを押したままにします。この状態でカーソルを動かすと、次
のスナップの対象にカーソルがジャンプします。

「吸着項目 (Magnets)」メニュー
このポップアップメニューでは、スナップの対象となる位置を指定できます。
「吸着項目にスナップ (Snap to Magnets)」をオンにすると、吸着項目付近に
項目を移動したとき、項目が吸着項目にぴったりとスナップします。
•

「吸着項目 (Magnets)」ポップアップメニューを開くには、「オーディオ
エディター」で「編集 (Edit)」タブを選択し、
「吸着項目 (Magnets)」を
クリックします。

以下の位置に項目をスナップできます。
ファイルの始め / 終わり (Start/End of File)
ファイルの開始 / 終了位置付近に要素を移動したとき、要素がファイル
の開始 / 終了位置にぴったりとスナップします。
タイムルーラーの目盛り (Time Ruler Marks)
タイムルーラーグリッド付近に要素を移動したとき、要素がタイムルー
ラーグリッドにぴったりとスナップします。
マーカー (Markers)
マーカー位置付近に要素を移動したとき、要素がマーカー位置にぴった
りとスナップします。
選択範囲の端 (Selection Edges)
選択範囲の端付近に要素を移動したとき、要素が選択範囲の端にぴった
りとスナップします。
カーソル (Cursor)
編集カーソル付近に要素を移動したとき、編集カーソルにぴったりとス
ナップします。
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波形ウィンドウ

ゼロクロッシング
ゼロクロッシングとは、波形がゼロレベルの軸と交差する点のことです。切
り取り、貼り付け、ドラッグなどの編集操作を行なう場合、操作対象をゼロ
クロッシングに合わせて挿入していることを確認してください。
これらの操作をゼロクロッシングの位置で行なわないと、波形に不連続な部
分が生じ、サウンドにクリック音やポップ音などが発生する可能性がありま
す。

選択範囲の開始点と終了点が一番近くにあるゼロクロッシングに重なるよう
に常に調整されるようにするには、
「オーディオエディター」の「編集 (Edit)」
タブで「ゼロクロッシング (Zero-Crossing)」をオンにします。

ゼロクロッシングの検出設定
選択範囲の境界を一番近いゼロクロッシング位置に自動的にスナップできま
す。
「オーディオファイル環境設定 (Audio Files Preferences)」タブで、高倍率
表示にしている場合にスナップするかどうかを指定したり、ゼロクロッシン
グを検出する範囲を指定したりできます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、「編集 (Edit)」タブを選択します。

2.

「スナップ (Snapping)」セクションで、「ゼロクロッシング
(Zero-Crossing)」をオンにします。

3.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「オーディオファ
イル (Audio Files)」を選択します。

4.

「オーディオファイル環境設定 (Audio Files Preferences)」タブで、
「編集
(Edit)」タブを選択します。

5.

「選択範囲をゼロクロッシングにスナップ (Snap Selection to
Zero-Crossing)」セクションで設定を行ないます。

6.

「OK」をクリックします。
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一番近くにあるゼロクロッシングへのカーソル位置の移動
一番近くにあるゼロクロッシングへ、カーソル位置を自動的に移動できます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、「表示 (View)」タブを選択します。

2.

「カーソル (Cursor)」セクションで、
「ゼロクロッシングにスナップ
(Snap to Zero-Crossing)」をクリックします。

オーディオエディターのタブ
「オーディオエディター」の各タブでは、オーディオファイルの編集に必要な
ツールやオプションにアクセスできます。

「表示 (View)」タブ

ナビゲート (Navigate)
戻る / 進む (Backwards/Forwards)
前 / 次のカーソル位置、表示倍率、または選択範囲に移動します。

ズーム (Zoom)
時間 (Time)
選択した時間範囲が表示されるよう表示倍率を調整できるポップアップ
メニューが表示されます。
「1 対 1 に拡大 (Zoom in 1:1)」は、スクリーン
の 1 ピクセルが 1 サンプルを表わすようにズームインします。
表示倍率を編集するには、
「表示倍率の編集 (Edit Zoom Factor)」をク
リックします。
「表示倍率の設定 (Zoom Factor)」ダイアログが表示され
ます。以下の設定を編集できます。
•

「時間範囲を設定 (Set Time Range)」では、表示する時間範囲を指
定できます。

•

「1 ピクセルあたりのサンプル数 (Samples per Screen Point)」では、
モニター画面の 1 ピクセルに対応するオーディオサンプルの数を
指定できます。
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•

「1 サンプルあたりのピクセル数 (Screen Points per Sample)」では、
1 つのオーディオサンプルを表示するピクセルの数を指定できま
す。

ズーム (Zoom)
拡大する時間範囲を定義できる「ズーム」ツールをアクティブにしま
す。
選択範囲を拡大表示 (Zoom Selection)
現在の選択範囲がモンタージュウィンドウ全体に表示されるよう、ウィ
ンドウをズームします。
最大倍率で表示 (Microscope)
最大限にズームインします。
オーディオズームイン (10 倍) / オーディオズームアウト (10 倍) (Zoom in
Audio (10x) /Zoom out Audio (10x))
大きなステップでズームイン / ズームアウトします。
すべて表示 (View All)
最大限にズームアウトします。
オーディオズームイン / オーディオズームアウト (Zoom in Audio/Zoom out
Audio)
小さなステップでズームイン / ズームアウトします。
レベル (Level)
選択した dB 値未満のサンプルのみが表示されるよう、表示倍率を調整
します。
垂直方向の表示最適化 (Optimize Vertical Zoom)
ピークが完全に表示されるように、垂直方向の表示倍率を変更します。
この調整は、波形ウィンドウ / モンタージュウィンドウに表示されてい
る波形セクションに応じて実行されます。
ズームを 0dB にリセット (Reset Zoom to 0 dB)
0dB までのオーディオレベルが表示されるよう表示倍率を調整します。
垂直ズームイン / 垂直ズームアウト (Zoom in Vertically/Zoom out Vertically)
ズームイン / アウトして、レベルの低い / 高い波形を表示します。

カーソル (Cursor)
ファイルの始めへ / ファイルの終わりへ (Move Cursor to Start of File/Move
Cursor to End of File)
カーソルをファイルの始め / 終わりへ移動します。
前のマーカーへ / 次のマーカーへ (Previous Marker/Next Marker)
カーソルを前 / 次のマーカーに移動します。
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選択範囲の始め / 終わり (Start of Selection/End of Selection)
カーソルを時間選択範囲の始め / 終わりに移動します。
前のリージョンの側辺へ / 次のリージョンの側辺へ (Previous Region
Edge/Next Region Edge)
カーソルを前 / 次のリージョンの端に移動します。
ゼロクロッシングにスナップ (Snap to Zero-Crossing)
カーソルをいちばん近いゼロクロッシングに移動させます。
カーソル位置を編集 (Edit Cursor Position)
「カーソル位置 (Cursor Position)」ダイアログが表示されます。カーソル
位置を編集できます。

スクロール (Scroll)
開始 / ファイルの終わりへ (Start/End)
オーディオの開始 / 終了位置を表示します。カーソルは移動しません。
選択範囲の始め / 終わり (Start of Selection/End of Selection)
オーディオ選択範囲の開始 / 終了位置を表示します。カーソルは移動し
ません。
カーソル (Cursor)
カーソル位置を表示します。

再生 (Playback)
固定表示 (Steady View)
スクロールを無効にします。
カーソルを継続移動 (View Follows Cursor)
再生カーソルが隠れてしまわないようにビューを自動的にスクロールし
ます。
スクロール表示 (Scroll View)
再生カーソルがビューの中心に固定されるようにビュー画面がスクロー
ルします。

検出 (Analysis)
3D 周波数解析 (3D Frequency Analysis)
「3D 周波数解析 (3D Frequency Analysis)」ダイアログが表示されます。
解析する周波数帯域を定義したり、3D 周波数解析グラフの外観を変更
したりできます。
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ピーク (Peaks)
ピーク表示を再描画 (Rebuild Peak Display)
通常、ピークファイルの日付がオーディオファイルの日付よりも古い場
合は、ピークファイルが自動的に更新されます。ただし、オーディオ
ファイルの日付が不適切に設定されている場合もあります。このときに
は、ピークファイルは自動的に更新されません。このオプションを使用
すると、ピークファイルを再描画できます。

「編集 (Edit)」タブ

ツール (Tools)
時間範囲 (Time Selection)
時間範囲を選択するためのツールです。
鉛筆 (Pen)
波形ウィンドウ内で波形を描くためのツールです。波形のエラーをすば
やく修正する場合に使用できます。
再生 (Play)
クリックした位置からオーディオファイルを再生するためのツールで
す。

時間範囲 (Time Selection)
拡張 (Extend)
このポップアップメニューには、選択範囲を作成または拡張するための
さまざまなオプションがあります。
切り替え (Toggle)
現在のオーディオの選択状態を切り替えます。
すべて (All)
波形全体を選択します。
チャンネル (Channels)
このポップアップメニューでは、チャンネル選択を変更できます。
•

「他のチャンネルも選択 (Extend to All Channels)」を選択すると、
現在の選択範囲がすべてのチャンネルに設定されます。
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•

「左チャンネルのみ (Left Channel Only)」を選択すると、現在の選
択範囲が左チャンネルのみに設定されます。

•

「右チャンネルのみ (Right Channel Only)」を選択すると、現在の
選択範囲が右チャンネルのみに設定されます。

リージョン (Regions)
このポップアップメニューでは、2 つのマーカーの間の範囲を選択でき
ます。
•

「ループマーカー間 (Loop Region)」は、編集カーソルの前後にあ
る 2 つのループマーカー間を選択します。

•

「標準マーカー間 (Generic Region)」は、編集カーソルの前後にあ
る 2 つの標準マーカー間を選択します。

クリップボード (Clipboard)
切り取り (Cut)
アクティブなクリップを切り取ってクリップボードに移動します。
コピー (Copy)
アクティブなクリップをクリップボードにコピーします。
貼り付け (Paste)
クリップボードの内容を貼り付けます。
「貼り付け (Paste)」を右クリックするとポップアップメニューが表示さ
れ、貼り付けの種類を選択できます。
•

「上書き (Overwrite)」では、貼り付ける位置にあるオーディオが置
き換えられます。

•

「ファイルの後へ (Append)」では、ファイルの終わりのあとに
オーディオが貼り付けられます。

•

「ファイルの前へ (Prepend)」では、ファイルの始めの前にオー
ディオが貼り付けられます。

•

「複数コピー (Multiple Copies)」を選択すると、作成するコピーの
数を入力できるダイアログが表示されます。

•

「ミックス (Mix)」では、2 つのファイルが統合されます。範囲が選
択されている場合は選択範囲から、範囲が選択されていない場合
はカーソル位置から統合されます。
「ミックス (Mix)」を選択すると、クリップボードにあるオーディ
オと挿入先のオーディオのゲインを指定できるダイアログが表示
されます。クリップボードにあるすべてのデータは、選択範囲の
長さに関係なく常にミックスされます。

貼り付けとクロスフェード (Paste and Crossfade)
クリップボードの内容を貼り付けてクロスフェードを作成します。
「貼り付けとクロスフェード (Paste and Crossfade)」を右クリックすると
ポップアップメニューが表示され、貼り付けるクロスフェードの種類を
選択できます。
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•

「直線 (均等ゲイン) (Linear (Equal Gain))」は、レベルを直線 (1 次関
数) 的に変化させます。

•

「正弦関数 (均等パワー) (Sinus (Equal Power))」は、レベルをサイ
ンカーブ状に変化させます。オーディオミックスのパワーは一定
に保たれます。

•

「平方根 (均等パワー) (Square-Root (Equal Power))」は、レベルを
平方根 (スクエアルート) カーブ状に変化させます。オーディオ
ミックスのパワーは一定に保たれます。

切り取り (Cutting)
切り取る (Crop)
選択範囲以外のデータを削除します。
削除 (Delete)
選択範囲を削除します。選択範囲の右側にあるオーディオが左側に移動
し、オーディオデータの隙間を埋めます。
選択範囲をミュート (Mute Selection)
オーディオ選択範囲を無音に置き換えます。
無音部分の作成 / 挿入 (Silence Generator)
「無音部分の作成 / 挿入 (Silence Generator)」ダイアログが表示されま
す。オーディオファイルに無音部分やバックグラウンドノイズを挿入で
きます。
ステレオチャンネルを入れ替え (Swap Stereo Channels)
オーディオの左右のチャンネルを入れ替えます。

ナッジ機能 (Nudge)
左へナッジ (Nudge Left)
オーディオ選択範囲を左にナッジします。
右へナッジ (Nudge Right)
オーディオ選択範囲を右にナッジします。

スナップ (Snapping)
ゼロクロッシング (Zero-Crossing)
この項目をオンにすると、選択範囲の始めと終わりが常に波形のゼロク
ロッシング位置に合わされます。
吸着項目にスナップ (Snap to Magnets)
この項目がオンになっている場合、クリップ側辺、時間選択範囲の境
界、カーソル、マーカーなどの要素を移動すると、
「吸着項目
(Magnets)」ポップアップメニューでオンになっている吸着項目にぴっ
たりと位置がそろいます。
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「挿入 (Insert)」タブ

マーカー (Markers)
マーカー名 (Marker Name)
開始 / 終了マーカーの名前を入力できます。入力しない場合、標準設定
の名前が使用されます。
デフォルト名を編集するには、
「マーカー (Markers)」ウィンドウを開
き、
「機能 (Functions)」>「マーカーのデフォルト名 (Default Marker
Names)」を選択します。
終了マーカーは別名で設定 (Diﬀerent Name for End Marker)
この項目をオンにすると、終了マーカーに別の名前を入力できます。
この項目をオフにすると、開始マーカーの名前が終了マーカーにも使用
されます。
マーカーの作成
編集カーソルの位置にマーカーやマーカーペアを作成できます。

オーディオファイル (Audio File)
開始位置 (At Start)
アクティブなオーディオファイルの開始位置にオーディオファイルを挿
入できます。
終了位置 (At End)
アクティブなオーディオファイルの終了位置にオーディオファイルを挿
入できます。
カーソル位置 (At Cursor)
カーソル位置にオーディオファイルを挿入できます。

「処理内容 (Process)」タブ
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レベル (Level)
ゲイン (Gain)
「ゲイン (Gain)」ダイアログが表示されます。ゲインを適用してオー
ディオファイルのレベルを変更できます。
エンベロープ (Envelope)
「エンベロープ (Envelope)」ダイアログが表示されます。選択範囲また
はオーディオファイル全体に対してレベルエンベロープを作成し、適用
できます。
これは、音の大きい部分と小さい部分を均等にする場合や高度なフェー
ドイン / フェードアウトを作成する場合などに役立ちます。
DC オフセットの除去 (Remove DC Oﬀset)
ファイル内に DC オフセットがあると、ラウドネスに影響が出ます。
「DC オフセットの除去 (Remove DC Oﬀset)」を実行すると、DC オフ
セットがゼロに設定されます。

ノーマライズ (Normalizing)
レベル (Level)
「レベルノーマライザー (Level Normalizer)」ダイアログが表示されま
す。オーディオファイルのピークレベルを変更できます。

フェード (Fading)
フェードイン / フェードアウト (Fade In/Fade Out)
フェードインまたはフェードアウトを適用できます。このボタンを右ク
リックすると、「カーブ」ポップアップメニューが開きます。
カーブ
プリセットフェードカーブを選択できます。
•

「直線 (1 次) (Linear)」は、レベルを直線 (1 次関数) 的に変化させま
す。

•

「正弦関数 1 (*) (Sinus (*))」は、レベルを正弦関数曲線 (サイン波)
状に変化させます。クロスフェードに使用すると、フェードの移
行部分でラウドネス (RMS) が一定に保たれます。

•

「平方根 (*) (Square-root (*))」は、レベルを平方根曲線 (スクエア
ルート) 状に変化させます。クロスフェードに使用すると、フェー
ドの移行部分でラウドネス (RMS) が一定に保たれます。

•

「正弦関数 2 (Sinusoid)」は、レベルを正弦関数曲線 (サイン波) 状
に変化させます。

•

「対数関数 (Logarithmic)」は、レベルを対数関数曲線 (ロガリズム
カーブ) 状に変化させます。

•

「指数関数 1 (Exponential)」は、レベルを指数関数曲線 (エクスポ
ネンシャルカーブ) 状に変化させます。
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•

「指数関数 2 (Exponential+)」は、レベルをよりはっきりとした指
数関数曲線 (エクスポネンシャルカーブ) 状に変化させます。

時間 & ピッチ (Time & Pitch)
タイム ストレッチ (Time Stretching)
「タイムストレッチ (Time Stretching)」ダイアログが表示されます。
オーディオの選択範囲の時間を変更できます。
ピッチシフト (Pitch Shifting)
「ピッチシフト (Pitch Shifting)」ダイアログが表示されます。オーディ
オのピッチを変更できます。
リサンプリング (Resample)
「サンプリングレート (Sample Rate)」ダイアログが表示されます。オー
ディオのサンプリングレートを変更できます。
ピッチベンド (Pitch Bend)
「ピッチベンド (Pitch Bend)」ダイアログが表示されます。エンベロープ
カーブを使用してオーディオのピッチを少しずつ変更できます。
前後反転 (Reverse)
アナログテープを逆再生した効果を作ります。

エラーを修正 (Correct)
エラーの修正
デフォルトのエラーの修正方法を選択できます。
•

「直線で置換 (Linear Interpolation)」は、選択範囲の最初と最後の
サンプルを直線で結びます。

•

「ごく短い雑音を除去 (Optimal for Small Clicks ‒ 1 ms)」は、1 ミリ
秒未満のクリック音の除去に最適です。

•

「短い雑音を除去 (Optimal for Small Clicks ‒ 3 ms)」は、3 ミリ秒未
満のクリック音の除去に最適です。

•

「波形を置換 : 500 ミリ秒 (Waveform Replacement ‒ 500 ms)」は、
前後最大 500 ミリ秒の範囲でデータを解析し、波形ラインを最適
化します。

•

「波形を置換 : 4 秒 (Waveform Replacement ‒ 4 s)」は、前後最大 4
秒の範囲でデータを解析し、波形ラインを最適化します。

•

「波形を置換 : 前の 6 秒 (Waveform Replacement ‒ Left 6 s)」は、選
択範囲の左、最大 6 秒以内のデータを解析し、波形ラインを最適
化します。

•

「波形を置換 : 後の 6 秒 (Waveform Replacement ‒ Right 6 s)」は、
選択範囲の右、最大 6 秒以内のデータを解析し、波形ラインを最
適化します。
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ループ (Loop)
調整 (Tweaker)
「ループ調整 (Loop Tweaker)」ダイアログが表示されます。ループの開
始位置と終了位置を調節し、境界部分にクロスフェードを適用できま
す。
音の均質化 (Tone Uniformizer)
「ループ音の均質化 (Loop Tone Uniformizer)」ダイアログが表示されま
す。ループにあまり適していないサウンドからループを作成できます。

検出 (Analysis)
全般情報の検出 (Global Analysis)
「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログが表示されます。オー
ディオファイルのピーク、ラウドネス、ピッチ、DC オフセット、エ
ラーなどを検出できます。

その他 (Other)
位相を反転 (Invert Phase)
信号の上下が逆転します。

「レンダリング (Render)」タブ

ソース (Source)
「ソース」ポップアップメニューでは、オーディオファイルのどの部分を処理
するかを選択できます。以下の項目を利用できます。
ファイル全体 (Whole File)
オーディオの範囲全体を処理します。
特定のリージョン (Speciﬁc Region)
特定のオーディオ範囲を処理して個別のファイルを生成します。
処理対象とするリージョンはポップアップメニューで指定します。
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実行後の値 (Result)
置き換え (In Place)
この項目をオンにすると、元のファイルの対象範囲がレンダリングされ
たオーディオ範囲で置き換えられます。
名称未設定のファイル (Unnamed File)
この項目をオンにすると、レンダリングされたファイルに名称未設定
(untitled) という名前が付けられます。
名前を設定 (Named File)
この項目をオンにすると、レンダリングされたファイルの名前を指定で
きます。

出力先 (Output)
名前 (Name)
レンダリングされたファイルの名前を入力できます。矢印アイコンをク
リックすると、いくつかの名前オプションから選択できるポップアップ
メニューが表示されます。
場所 (Location)
レンダリングしたファイルの出力先フォルダーを選択できます。
形式 (Format)
ファイル形式を選択できるポップアップメニューが表示されます。

オプション (Options)
選択中のソースにより、使用できるオプションが異なります。
マスターセクションをバイパス (Bypass Master Section)
この項目をオンにすると、レンダリング時に「マスターセクション」の
プラグインとゲインはバイパスされます。
バイパスされたマスターセクションプラグインを除外 (Exclude Master
Section Bypassed Plug-ins)
この項目をオンにすると、再生中に「マスターセクション」でバイパス
されたプラグインは、レンダリングに使用されません。
リバーブテールなし (No Reverb Tail)
この項目をオンにすると、リバーブなどのエフェクトによってオーディ
オファイルの終わりが後ろに延びても、レンダリングされたファイルで
は、その部分がカットされます。
一部のプラグインでは、残響時間に関する情報が WaveLab に転送され
ません。その場合、この項目をオンにしても効果がありません。そのよ
うなプラグインには、「Silence」プラグインを追加して、ファイルの終
わりにサンプルを追加できます。
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マーカーデータをコピー (Copy Markers)
この項目をオンにすると、対象範囲内にマーカーがある場合、レンダリ
ングされたファイルにもそのマーカーがコピーされます。
除外リージョンをスキップ (Skip Exclusion Region)
この項目をオンにすると、ミュートされているオーディオ範囲はスキッ
プされ、結果に含まれなくなります。
レンダリング後のオーディオファイルを開く (Open Resulting Audio File)
この項目をオンにすると、レンダリングされたファイルは新しいウィン
ドウで開きます。
処理済のオーディオファイルのマスターセクションをバイパスする (Bypass
Master Section on Resulting Audio File)
この項目をオンにすると、処理済のオーディオファイルの再生では、
「マスターセクション」全体がバイパスされます。この設定は、波形
ウィンドウまたはモンタージュウィンドウの右下にあるボタンをクリッ
クすることにより切り替えられます。

補足
この項目はオンにすることをおすすめします。こうしておくと、新しい
ファイルをモニタリングする際、すでにファイルに適用されたエフェク
トがバイパスされます。
SoundCloud にアップロード (Upload to SoundCloud)
この項目をオンにすると、レンダリングされたファイルが SoundCloud
にアップロードされます。

レンダリング (Render)
開始 (Start)
レンダリング処理を開始します。

オーディオエディターでのファイルの取扱い
モノラル / ステレオの取扱い
WaveLab Elements では、ステレオを非常に柔軟に取扱いできます。すべての
編集操作は、片方のチャンネルでも両方のチャンネルでも行なえます。

サポートされているファイル形式
WaveLab Elements では、さまざまなファイル形式のオーディオファイルを開
いて保存できます。
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Wave (.wav)
8 ビット、16 ビット、20 ビット、24 ビット、および 32 ビット (浮動小
数点数) のビット解像度がサポートされています。
WavPack (.wv/.wvc)
このファイル形式では、32 ビット浮動小数点精度ファイルなどのデジタ
ルオーディオをロスレス圧縮することができます。
AIFF (.aif、.aiﬀ、.snd)
Audio Interchange File Format の略で、アップル社が定義した規格です。
8 ビット、16 ビット、20 ビット、および 24 ビットのビット解像度がサ
ポートされています。
MPEG-1 Layer 3 (.mp3)
最も一般的なオーディオ圧縮方式です。MPEG 圧縮方式の大きなメリッ
トは、音質をほとんど劣化させずにファイルサイズが大幅に縮小される
ことです。

補足
WaveLab Elements で MPEG 圧縮ファイルを開くと、ファイルは一時的
な Wave ファイルに変換されます。保存時には、一時的な Wave ファイ
ルは MP3 に再び変換されます。
MPEG-1 Layer 2 (.mp2、.mpa、.mpg、.mus)
MP2 「Musicam
(
ファイル」と呼ばれることもあります) は、放送業界で
使用される一般的なファイル形式です。
Original Sound Quality (.osq、読み取り専用)
WaveLab Elements 独自のオーディオロスレス圧縮形式です。
Sound Designer II (.sd2)
Pro Tools などの Digidesign アプリケーションで使用するオーディオ
ファイル形式のことです。8 ビット、16 ビット、および 24 ビットの
ビット解像度がサポートされています。
U-LAW (.ulaw、.vox)
8 ビットの解像度を使用する、Windows と Web 電話でサポートされて
いるオーディオ符号化および圧縮技術です。米国の電話システムでは、
U-law エンコードを使用して信号をデジタル化しています。
A-LAW (.alaw、.vox)
8 ビット解像度を使用する、電話通信用のオーディオ符号化および圧縮
技術です。EU の電話システムでは、A-law エンコードを使用して信号を
デジタル化しています。
Sun/Java (.snd、.au)
Sun および NeXT コンピューターで使用されるオーディオファイル形式
です。8 ビット、16 ビット、および 24 ビットのビット解像度がサポー
トされています。
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ADPCM ‒ Microsoft/Dialogic (.vox)
ゲームや電話音声アプリケーションに一般的に使用される形式です。リ
ニア PCM よりビットレートが低いため、記憶域 / 帯域幅が少なくて済み
ます。
Ogg Vorbis (.ogg)
特許による制限がないオープンな圧縮ファイル形式です。比較的高い音
質を維持しながら、サイズが非常に小さいオーディオファイルを作成で
きます。
テキスト /Excel (.txt)
波形をテキストとして表わしたものです。オーディオファイルをテキス
トファイルとして保存したあとで Excel などの表計算アプリケーション
で開くことによって、オーディオファイルをテキスト形式の 10 進数で
表示し、サンプル値を編集できます。波形を表わしているテキストファ
イルを WaveLab Elements で開くと、デコードされ、オーディオファイ
ルとして開かれます。このようなファイルは圧縮されていないため、サ
イズが非常に大きくなる場合があります。
32 ビット浮動小数点精度のファイルを .txt 形式にした場合、一部のデー
タが失われてしまいます。これは、精度を損なうことなくバイナリ浮動
小数点値をテキスト形式の 10 進数で表現できないためです。
Windows Media Audio (.wma、.asf)
Microsoft 社独自の圧縮形式です。WaveLab Elements では、この形式で
オーディオの読み込み / 書き出しを行なえます (Windows のみ)。WMA
サラウンド形式でオーディオの読み込み / 書き出しを行なうには、
Windows Media Player 9 以降をシステムにインストールしている必要が
あります。
Ensoniq Paris (.paf)
Ensoniq Paris ™ システムで使用されます。16 ビットおよび 24 ビットの
ビット解像度がサポートされています。
FLAC (.flac)
Free Lossless Audio Codec の略で、デジタルオーディオを可逆圧縮でき
るコーデックです。
アップル社の形式 (.caf、.3gp、.3g2、.caf)
QuickTime がシステムにインストールされている場合、これらの形式を
(32 ビットの Windows または Mac システムのみで、読み取り専用とし
て) 利用できます。
AAC (.aac)
Advanced Audio Coding の略で、デジタルオーディオを非可逆方式で圧
縮および符号化できるコーデックです。

補足
ファイルの種類「$$$」は、WaveLab Elements の一時ファイル形式です。コ
ンピューターがクラッシュした場合には、ハードディスクで「$$$」ファイル
を開いてデータを部分的に復元できます。
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20 ビット、24 ビット、および 32 ビット浮動小数点精度ファイル
WaveLab Elements では 20 ビットおよび 24 ビットのオーディオファイルを扱
えるというメリットがありますが、そのために 20 ビットまたは 24 ビット対
応のオーディオカードを使用する必要はありません。ファイルの処理や編集
は、オーディオカードがフル解像度 (32 ビット浮動小数点) をサポートしてい
ない場合も含め、常にフル解像度で行なわれます。
再生時は、取り付けられているカードに合わせて WaveLab Elements によっ
て自動的に処理が調整されます。

新規オーディオファイルの作成
たとえば、別のオーディオファイルからサウンドを集めて合成するために、
空のオーディオファイルを作成できます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択します。

2.

「オーディオファイル (Audio File)」>「カスタム (Custom)」をクリック
します。

3.

オーディオ属性を指定して「作成 (Create)」をクリックします。

オーディオファイルの保存
手順
1.

以下のいずれかを行ないます。
•

一度も保存されていないオーディオファイルを保存するには、「ファイル
(File)」>「名前を付けて保存 (Save As)」を選択します。

•

以前に保存したことがあるオーディオファイルを保存するには、「保存
(Save)」ボタンをクリックするか、
「ファイル (File)」>「保存 (Save)」を
選択します。

2.

「名前を付けて保存 (Save As)」ウィンドウで、ファイルの名前と場所を
指定します。

3.

「保存 (Save)」をクリックします。
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別の形式での保存
保存時に、ファイル形式、サンプリング周波数、ビット解像度、およびステ
レオ / モノラルの状態を変更できます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「名前を付けて保存 (Save As)」を選択します。

2.

「名前を付けて保存 (Save As)」ウィンドウで、ファイルの名前と場所を
指定します。

3.

「形式 (Format)」フィールドをクリックして「設定 (Edit)」を選択しま
す。

4.

「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログで、ファイル
形式を設定して属性を指定します。

5.

「OK」をクリックします。

6.

「保存 (Save)」をクリックします。

結果
新しいファイルが作成されます。元のファイルは、この操作の影響を受けま
せん。

「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログ
このダイアログでは、ファイルの保存時にさまざまなファイル設定を変更で
きます。
•

「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログを開くには、
「ファイル (File)」>「書き出し (Export)」を選択し、
「レンダリング
(Render)」を選択します。次に「名前を設定 (Named File)」をオンにし、
「形式 (Format)」フィールドをクリックして、「シングル形式を編集
(Edit Single Format)」を選択します。

このダイアログは、WaveLab Elements のその他さまざまな場所から表示する
こともできます。
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種類 (Type)
オーディオファイルの種類を選択します。この設定は「フォーマット
(Audio Format)」メニューで利用できるオプションに影響します。
ファイル拡張子 (File Extension)
現在のファイルの種類に合ったファイル拡張子を選択します。
フォーマット (Audio Format)
現在のファイルの種類に合ったオーディオフォーマットを選択します。
チャンネル (Channels)
作成するファイルのオーディオチャンネル数を設定します。
サンプリングレート (Sample Rate)
オーディオファイルのサンプリングレートを選択します。この設定を変
更するとサンプリングレートの変換処理が行なわれます。

重要
これはシンプルな変換だけに使用してください。プロフェッショナルな
用途では、「リサンプリング (Resample)」プラグインを使用して、リ
ミッターとディザリングを追加してください。
ビット解像度 (Bit Resolution)
オーディオファイルのビット解像度を選択します。このオプションは特
定の種類のファイルだけに使用できます。

重要
ビット解像度を下げるのは、シンプルな変換を行なう場合だけにするこ
とをおすすめします。プロフェッショナルな用途の場合、「マスターセ
クション」でディザリングを追加することをおすすめします。
メタデータ (Meta-Data)
ファイルと一緒に保存されるメタデータ設定を指定できます。このオプ
ションは一部の種類のファイルだけに使用できます。

•

「なにも保存しない (Do Not Save Anything)」を選択すると、メタ
データはファイルと一緒に保存されなくなります。

•

「ソースファイルから継承 (Inherit from Source File)」を選択する
と、ソースファイルのメタデータが使用されます。ソースのメタ
データが空の場合は、デフォルトのメタデータが使用されます (使
用できる場合)。
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•

「この設定専用 (Speciﬁc to This Conﬁguration)」を選択すると、メ
タデータを編集したり、メタデータプリセットに置き換えたりで
きます。メタデータを編集するには、「メタデータ (Meta-Data)」
ポップアップメニューをもう一度開いて「設定 (Edit)」を選択しま
す。

形式の変更
オーディオファイルのサンプリングレート、ビット解像度、およびチャンネ
ル数を変更する場合、複数の処理が行なわれます。
サンプリングレート
新しいサンプリングレートを指定すると、サンプリングレートの変換処
理が行なわれます。
ビット解像度
別のビット解像度を指定すると、ファイルは 8 ビットに切り詰められる
か、64 ビットに膨らませられます。低いビット解像度に変換する場合、
ディザリングを追加することを検討してください。
モノラル / ステレオ
モノラルのファイルをステレオに変換する場合、両方のチャンネルに同
じオーディオ素材が使用されます。ステレオからモノラルに変換する場
合、2 つのチャンネルがミックスされます。

補足
•

ビット解像度だけを変更したい場合は、「情報 (Info)」ウィンドウの
「オーディオ属性 (Audio Properties)」セクションでビット解像度を変更
してから、オーディオファイルを保存することもできます。

•

高品質のマスタリングを行ないたい場合は、「オーディオ属性 (Audio
Properties)」セクションを使用してサンプリングレートとチャンネル数
を変更するのではなく、「マスターセクション」のプラグインと機能を
使用することをおすすめします。

選択範囲をオーディオファイルとして保存
開いているオーディオファイル内の選択範囲を、新しいオーディオファイル
として保存できます。

手順
1.

波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

「オーディオエディター」で、
「レンダリング (Render)」タブを選択しま
す。

3.

「ソース (Source)」セクションで、ポップアップメニューを開いて
「オーディオ選択範囲 (Selected Audio Range)」を選択します。

4.

「出力 (Output)」セクションで、ファイルの名前と場所を指定します。
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5.

「形式 (Format)」メニューを開いて「シングル形式を編集 (Edit Single
Format)」を選択します。

6.

「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログで、出力形式
を指定して「OK」をクリックします。

7.

「レンダリング (Render)」セクションで、
「開始 (Start)」をクリックしま
す。

左 / 右チャンネルをオーディオファイルとして保存
各チャンネルを別々のファイルへ個別に保存できます。たとえば、デュアル
モノファイルを編集するときにこのオプションを使用できます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、
「レンダリング (Render)」タブを選択しま
す。

2.

「出力 (Output)」セクションで、ファイルの名前と場所を指定します。

3.

「形式 (Format)」メニューを開いて「シングル形式を編集 (Edit Single
Format)」を選択します。

4.

「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログで、
「チャン
ネル (Channels)」ポップアップメニューを開いて「左チャンネル (Left
Channel)」または「右チャンネル (Right Channel)」を選択します。

5.
6.

その他の出力設定を行ない、「OK」をクリックします。
「レンダリング (Render)」セクションで、
「開始 (Start)」をクリックしま
す。

オーディオファイルのエンコード
オーディオはさまざまな形式で保存できます。オーディオを別の形式に変換
する処理のことを、エンコードと呼びます。オーディオファイルの保存時に、
一部のファイル形式ではさまざまなエンコードのオプションを指定できます。

「MP3 エンコード (MP3 encoding)」ダイアログ
MP3 オーディオファイルを保存する場合のエンコードのオプションを編集で
きます。
「MP3 エンコード (MP3 encoding)」ダイアログは、出力ファイル形式を選択
できるほとんどの場所から表示できます。たとえば、オーディオファイルを
開いて「ファイル (File)」>「名前を付けて保存 (Save As)」を選択し、
「形式
(Format)」フィールドをクリックして「設定 (Edit)」を選択します。「オー
ディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログで、種類に「MPEG-1
Layer 3 (MP3)」を選択し、
「エンコード (Encoding)」フィールドをクリックし
て「設定 (Edit)」を選択します。
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エンコーダー (Encoder)
エンコーダー 「Fraunhofer」または「Lame」
(
) を選択できます。
可変 / 固定ビットレート (Constant/Variable Bit Rate)
ビットレートはオーディオ信号をエンコードするのに使用されるデータ
の量に関係します。値が大きいほどクオリティーは上がりますが、出力
ファイルのサイズが大きくなります。
「可変ビットレート (Variable Bit
Rate)」を選択すると、オーディオ素材の複雑さに応じてレートが変わ
ります。
音質最優先 / 処理速度最優先 (Highest Quality (Slowest) /Fastest)
希望の音質を選択します。音質を高くすると、オーディオ信号の分析と
圧縮に要するリソースと時間が長くなります。

補足
「音質最優先 (Highest Quality (Slowest))」では、オーディオファイルは
特定のサンプリングレートである必要があります。この場合、サンプリ
ングレートが入力のサンプリングレートと一致していないと、メッセー
ジが表示されます。
「Lame」エンコーダーを使用する場合、
「詳細設定 (Advanced)」タブで追加
の設定を行なえます。
インテンシティーステレオコーディングを許可 (Allow Intensity Stereo
Coding)
スペクトラムの一部を再構成することでビットレートを下げます。
「オリジナルレコーディング」フラグを設定 (Specify as "Original Recording")
エンコードするファイルを、オリジナルレコーディングされたファイル
に設定します。
「プライベート」フラグを設定 (Write Private Bit)
これはカスタムフラグです。
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著作権フラグを設定 (Write Copyright Flag)
エンコードするファイルを、著作権で保護されている作品に設定しま
す。
訂正コードを挿入 (Write Check-Sum)
このファイルのデータにエラーがないか、他のアプリケーションで
チェックできるようになります。
フレームサイズを大きくする (Create Long Frames)
ファイル内のヘッダー情報を減らしてファイルサイズをより小さくしま
す。対応していないデコーダーもあるので注意してください。

「MPEG-1 Layer 2 エンコード (MPEG-1 Layer 2 Encoding)」ダイアログ
MPEG-1 Layer 2 (MP2) オーディオファイルを保存する場合のエンコードのオ
プションを編集できます。
「MPEG-1 Layer 2 エンコード (MPEG-1 Layer 2 encoding)」ダイアログは、出
力ファイル形式を選択できるほとんどの場所から表示できます。たとえば、
オーディオファイルを開いて「ファイル (File)」>「名前を付けて保存 (Save
As)」を選択し、
「形式 (Format)」フィールドをクリックして「設定 (Edit)」を
選択します。
「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログで、
種類に「MPEG-1 Layer 2」を選択し、
「エンコード (Encoding)」フィールドを
クリックして「設定 (Edit)」を選択します。

ビットレート (Bit rate)
ビットレートを設定します。ビットレートはオーディオ信号をエンコー
ドするのに使用されるデータの量に関係します。値が大きいほどクオリ
ティーは上がりますが、出力ファイルのサイズが大きくなります。
ステレオエンコード (Stereo Encoding)
「標準 (Standard)」モードでは左右チャンネル間の相関情報は利用され
ません。ただし、2 つのチャンネルのうち複雑な方のためにエンコード
しやすい方のスペースが利用されることがあります。
「ジョイントステレオ (Joint Stereo)」モードでは左右チャンネルの相関
情報が利用されます。これによってスペースとクオリティーの比率
(データサイズあたりの音質) が向上します。
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「デュアルモノ (Dual Mono)」モードでは、それぞれのチャンネルが別々
にエンコードされます。互いに無関係な信号が左右チャンネルに振り分
けられている場合におすすめします。
「オリジナルレコーディング」フラグを設定 (Specify as "Original Recording")
エンコードするファイルを、オリジナルレコーディングされたファイル
に設定します。
「プライベート」フラグを設定 (Write Private Bit)
これはカスタムフラグです。
著作権フラグを設定 (Write Copyright Flag)
エンコードするファイルを、著作権で保護されている作品に設定しま
す。
訂正コードを挿入 (Write Check-Sum)
このファイルのデータにエラーがないか、他のアプリケーションで
チェックできるようになります。
ピークをエンコード (補助データ) (Encode Peaks (Ancillary Data))
DIGAS など他のシステムとの互換性を持たせるには、この項目をオンに
する必要があります。

「FLAC エンコード (FLAC Encoding)」ダイアログ
FLAC オーディオファイルを保存する場合のエンコードのオプションを編集で
きます。
「FLAC エンコード (FLAC Encoding)」ダイアログは、出力ファイル形式を選択
できるほとんどの場所から表示できます。たとえば、オーディオファイルを
開いて「ファイル (File)」>「名前を付けて保存 (Save As)」を選択し、
「形式
(Format)」フィールドをクリックして「設定 (Edit)」を選択します。「オー
ディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログで、種類に「FLAC」を
選択し、「エンコード (Encoding)」フィールドをクリックして「設定 (Edit)」
を選択します。
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圧縮レベル (Compression Level)
圧縮レベルを指定できます。圧縮幅を大きくするほど、エンコーディン
グに時間がかかります。

「Ogg Vorbis」ダイアログ
Ogg Vorbis オーディオファイルを保存する場合のエンコードのオプションを
編集できます。
「Ogg Vorbis」ダイアログは、出力ファイル形式を選択できるほとんどの場所
から表示できます。たとえば、オーディオファイルを開いて「ファイル
(File)」>「名前を付けて保存 (Save As)」を選択し、
「形式 (Format)」フィール
ドをクリックして「設定 (Edit)」を選択します。「オーディオファイル形式
(Audio File Format)」ダイアログで、種類に「Ogg Vorbis」を選択し、
「エン
コード (Encoding)」フィールドをクリックして「設定 (Edit)」を選択します。

平均ビットレート (Average Bit Rate)
この項目をオンにすると、エンコードの際、ファイル内の平均ビット
レートが一定に保たれます。これによってファイルサイズと素材の時間
が比例するため、特定の位置を見つけやすくなります。ただし、
「可変
ビットレート (Variable Bit Rate)」オプションの場合と比べると、ファイ
ルサイズのわりに音質が低くなることがあります。
可変ビットレート (Variable Bit Rate)
この項目をオンにすると、素材の複雑さに応じてエンコード処理中に
ファイルのビットレートが変化します。これにより、通常は同じファイ
ルサイズでも固定ビットレートの場合よりも音質がよくなります。
「音質 (Quality)」フィールドで音質を選択します。音質の設定を下げる
と作成されるファイルが小さくなります。

「Windows Media Audio エンコード (Windows Media Audio Encoding)」
ダイアログ
Windows Media Audio (WMA) オーディオファイルを保存する場合のエンコー
ドのオプションを編集できます。このダイアログは Windows システムだけで
使用できます。
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「Windows Media Audio エンコード (Windows Media Audio Encoding)」ダイ
アログは、出力ファイル形式を選択できるほとんどの場所から表示できます。
たとえば、オーディオファイルを開いて「ファイル (File)」>「名前を付けて
保存 (Save As)」を選択し、
「形式 (Format)」フィールドをクリックして「設
定 (Edit)」を選択します。
「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダ
イアログで、種類に「Windows Media Audio (WMA)」を選択し、「エンコー
ド (Encoding)」フィールドをクリックして「設定 (Edit)」を選択します。

エンコーダー (Encoder)
エンコーダーを設定します。
出力サンプリングレート (Output Sample Rate)
エンコーディングで出力されるファイルのサンプリングレートを設定し
ます。値が大きいほど音質はよくなりますが、出力ファイルのサイズも
大きくなります。
出力ビット解像度 (Output Bit Resolution)
エンコーディングで出力されるファイルのビット解像度を設定します。
エンコーダーによっては、このパラメーターを設定できない場合があり
ます。
チャンネル / ビットレート (Channels and Bit Rate)
ここでは選択したエンコード方法と出力サンプリングレートによって利
用できる項目が変わります。
VBR (可変ビットレート) (VBR (Variable Bit Rate))
この項目をオンにすると、素材の複雑さに応じてエンコード処理中に
ファイルのビットレートが変化します。これにより、通常は同じファイ
ルサイズでも固定ビットレートの場合よりも音質がよくなります。
「音質 (Quality)」フィールドで音質を選択します。音質の設定を下げる
と作成されるファイルが小さくなります。
2 パスエンコード (Two-Pass Encoding)
この項目をオンにすると、エンコードの音質は高くなりますが、処理に
2 倍の時間がかかります。
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固定ビットレート (Constrained Bit Rate)
この項目は「VBR」と「2 パスエンコード (Two-Pass Encoding)」の両方
が選択されている場合に利用できます。この機能はビットレートを一定
の範囲内に保ってピークを防ぐのに使用します。これにより、CD や
DVD などのメディアに適したファイルが作成できます。

オーディオファイルからのオーディオモンタージュの作成
オーディオファイルは、オーディファイルに設定したすべてのマーカーを含
めてオーディオモンタージュに書き出せます。

手順
1.
2.

「オーディオエディター」で、オーディオモンタージュに書き出すオー
ディオファイルを開きます。
オーディオファイルの特定の時間範囲を使用したい場合、必要に応じて
波形ウィンドウで選択範囲を設定します。

3.

「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択します。

4.

「オーディオモンタージュ (Audio Montage)」>「現在のファイルから作
成 (From Current File)」を選択します。

5.

「現在のオーディオファイルから作成 (From Current Audio File)」セク
ションで、
「オーディオファイルを新規モンタージュに挿入 (Insert
Audio File in New Montage)」をクリックします。

6.

「作成 (Create)」をクリックします。

7.

「オーディオファイルからオーディオモンタージュを作成 (Create Audio
Montage from Audio File)」ダイアログで、ファイル全体を読み込むか、
オーディオの選択範囲を読み込むかを選択します。

8.

(オプション) 以下のいずれかのマーカー操作を実行するかどうかを決定
します。

9.

•

「マーカーを読み込む」

•

「標準リージョンマーカーの位置で分割」

「OK」をクリックします。
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別のオーディオファイルへのオーディオファイルの挿入
複数のオーディオファイルから 1 つのオーディオファイルを合成できます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、別のオーディオファイルを挿入したい
オーディオファイルを開きます。

2.

編集カーソルの位置にオーディオファイルを挿入したい場合は、
「ス
ナップの有効化 (Snap to Magnets)」と、
「スナップ対象 (Magnets)」
ポップアップメニューの「カーソル (Cursor)」がオンになっていること
を確認します。
編集カーソルが一番近くにあるゼロクロッシングへスナップします。これによ
り、グリッチを防げます。

3.

「挿入 (Insert)」タブを選択します。

4.

「オーディオファイル (Audio File)」セクションで、以下のいずれかの挿
入オプションを選択します。
•

「開始位置 (At Start)」

•

「終了位置 (At End)」

•

「カーソル位置 (At cursor)」

「カーソル位置 (At Cursor)」を選択した場合、オーディオファイルは挿入位置で
分割されます。分割された位置よりあとの部分は、右側へ移動します。

5.

ポップアップメニューで、挿入したいオーディオファイルを選択しま
す。

関連リンク
97 ページの「オーディオファイルのスナップの対象」

選択範囲を新しいファイルに変換
ドラッグアンドドロップまたは「オーディオエディター」の「レンダリング
(Render)」タブを使用して、選択範囲を新しいファイルに変換できます。

ドラッグによって選択範囲を新しいファイルに変換
手順
1.

波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

選択範囲を波形ウィンドウの上のタブバーにドラッグして、マウスボタ
ンを放します。

結果
選択範囲が新しいステレオウィンドウに表示されます。
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メニューを使用して選択範囲を新しいファイルに変換
手順
1.

波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

選択範囲を右クリックして「選択範囲を新規ウィンドウへコピー (Copy
Selection to New Window)」を選択します。

3.

サブメニューから、以下のいずれかのオプションを選択します。
•

「複製 (Duplicate)」

•

「ステレオバージョン (Stereo Version)」

•

「モノラルミックスダウン (Mono Mixdown)」

•

「モノラルミックスダウン (左チャンネルから右チャンネルを減算) (Mono
Mixdown (Subtract Right Channel from Left Channel))」

結果
選択範囲が新しいステレオウィンドウまたはモノラルウィンドウに表示され
ます。

「ファイル属性の設定 (Special File Format)」ダイアログ
「不明なオーディオ (Unknown Audio)」オプションからファイルを開く場合、
開きたいオーディオファイルの形式を処理する方法を指定できます。
•

「ファイル属性の設定 (Special File Format)」ダイアログを開くには、
「ファイル (File)」>「読み込む (Import)」を選択して「不明なオーディ
オ (Unknown Audio)」をクリックし、開くファイルを選択します。
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サンプルデータの形式 (Sample Format)
ファイル内のサンプルデータのバイナリー形式を指定します。
バイトの順序 (Byte Order)
サンプルのバイトオーダーを指定します。この項目は 16 ビット以上の
場合のみ有効です。
チャンネル (Channels)
オーディオファイル内のオーディオチャンネル数を指定します。
除外するデータ (バイト数) (Data to Ignore (Number of Bytes))
オーディオファイルの始めと終わりの何バイトを無視するかを指定しま
す。
サンプリングレート (Sample Rate)
オーディオファイルのサンプリングレートを指定します。
ファイル拡張子 (File Extension)
オーディオファイルのファイル拡張子の初期値を指定します。このダイ
アログを閉じたあとでファイル選択ダイアログを開くと、指定した拡張
子のファイルだけが表示されます。

ステレオからモノラルおよびモノラルからステレオへの変換
オーディオファイルをモノラルからステレオに変換したり、ステレオからモ
ノラルに変換したりできます。モノラルファイルをステレオファイルに変換
すると、両方のチャンネルに同じオーディオ素材が含まれるオーディオファ
イルが作成されます。たとえば、このファイルをさらに処理して、実際のス
テレオに加工できます。ステレオファイルをモノラルファイルに変換すると、
ステレオチャンネルがモノラルチャンネルにミックスされます。

選択範囲をステレオからモノラルに変換
手順
1.

波形ウィンドウで、ステレオの範囲を選択します。

2.

「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択します。

3.

「オーディオファイル (Audio File)」>「現在のファイルから (From
Current File)」を選択します。

4.

以下のいずれかのオプションを選択します。
•

モノラルに変換するときにステレオの左右のチャンネルをミックスする
には、
「モノラルミックスダウン (Mono Mixdown)」をクリックします。
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•

モノラルに変換するときに、反転した右チャンネルに左チャンネルを
ミックスするには、「モノラルミックスダウン (左チャンネルから右チャ
ンネルを減算) (Mono Mixdown (Subtract Right Channel from Left
Channel))」をクリックします。
作成されるモノラルの波形は、両方のチャンネル間の差になります。こ
の機能を使用すれば、たとえば、波形ファイルがモノラルファイルをス
テレオ形式に変換したものではなく、実際のステレオファイルであるこ
とを確認できます。

結果
選択範囲が新しいモノラルウィンドウに表示されます。

保存時にステレオからモノラルに変換
手順
1.

波形ウィンドウで、ステレオの範囲を選択します。

2.

「ファイル (File)」>「名前を付けて保存 (Save As)」を選択します。

3.

「名前を付けて保存 (Save As)」ウィンドウで、ファイルの名前と場所を
指定します。

4.

「形式 (Format)」フィールドをクリックして「設定 (Edit)」を選択しま
す。

5.

「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログで、
「チャン
ネル (Channels)」メニューを開き、いずれかのモノラル設定を選択しま
す。
たとえば、
「モノ (ミックス -3 dB) (Mono (Mix -3 dB))」を選択すると、3dB 減衰
したオーディオファイルが作成されます。

6.

「OK」をクリックします。

7.

「保存 (Save)」をクリックします。

選択範囲をモノラルからステレオに変換
手順
1.

波形ウィンドウで、モノラルの範囲を選択します。

2.

「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択します。

3.

「オーディオファイル (Audio File)」>「現在のファイルから (From
Current File)」を選択します。

4.

「ステレオバージョン (Stereo Version)」をクリックします。

5.

「作成 (Create)」をクリックします。
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結果
選択範囲が新しいステレオウィンドウに表示されます。

ステレオファイルのチャンネルの入れ替え
オーディオファイルの 2 つのチャンネルを入れ替えることができます。つま
り、左チャンネルのオーディオを右チャンネルに移動し、右チャンネルの
オーディオを左チャンネルに移動できます。
•

「オーディオエディター」でオーディオファイル全体のチャンネルを入
れ替えるには、
「編集 (Edit)」タブを選択し、
「切り取り (Cutting)」セク
ションで「ステレオチャンネルを入れ替え (Swap Stereo Channels)」を
クリックします。

•

オーディオファイルの選択範囲のチャンネルのみを入れ替えるには、波
形ウィンドウで範囲を選択し、
「編集 (Edit)」タブを選択して、「切り取
り (Cutting)」セクションで「ステレオチャンネルを入れ替え (Swap
Stereo Channels)」をクリックします。

特殊な貼り付けオプション
「オーディオエディター」の「貼り付け (Paste)」ポップアップメニューで、追
加の貼り付けオプションを使用できます。
•

特殊な貼り付けオプションにアクセスするには、「オーディオエディ
ター」を開いて「編集 (Edit)」タブを選択し、
「クリップボード
(Clipboard)」セクションで「貼り付け (Paste)」を右クリックします。

上書き (Overwrite)
挿入するオーディオのためにデータを移動してスペースを空けるのでは
なく、貼り付け先ファイルのデータを上書きします。上書きされる量
は、貼り付け先ファイルで選択されている範囲によって異なります。
•

貼り付け先ファイルで範囲が選択されていない場合、貼り付ける
選択範囲と同じ長さの範囲が上書きされます。

•

貼り付け先ファイルで範囲が選択されている場合、その範囲が貼
り付ける選択範囲に置き換えられます。

ファイルの後へ (Append)
ファイルの終わりのあとにオーディオを貼り付けます。
ファイルの前へ (Prepend)
ファイルの始めの前にオーディオを貼り付けます。
複数コピー (Multiple copies)
作成するコピーの数を入力できるダイアログが表示されます。
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ミックス (Mix)
2 つのファイルを統合します。範囲が選択されている場合は選択範囲か
ら、範囲が選択されていない場合はカーソル位置から統合されます。
•

「ミックス (Mix)」オプションを選択すると、クリップボードにあ
るオーディオと挿入先のオーディオのゲインを指定できるダイア
ログが表示されます。

•

クリップボードにあるすべてのデータは、選択範囲の長さに関係
なく常にミックスされます。

オーディオの移動
ドラッグ、または切り取りと貼り付けによって、ファイル内のオーディオの
順序を変更できます。

ドラッグによるオーディオの移動
前提
「選択範囲をゼロクロッシングにスナップ (Snap Selection to Zero-Crossing)」
を使用するかどうかを設定します。

手順
1.

波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

同じファイル内の選択範囲の外、または別の波形ウィンドウに選択範囲
をドラッグします。

結果
選択範囲が元の位置から削除されて、ドロップした位置に挿入されます。

補足
2 つのファイル間の移動を取り消すには、まず移動先のウィンドウで貼り付け
を取り消してから、元のウィンドウで切り取り操作を取り消す必要がありま
す。
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切り取りと貼り付けを使用したオーディオの移動
前提
「選択範囲をゼロクロッシングにスナップ (Snap Selection to Zero-Crossing)」
を使用するかどうかを設定します。

手順
1.

波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

以下のいずれかのコピー方法を使用します。
•
•

3.

「オーディオエディター」で、
「編集 (Edit)」タブを選択し、「切り取り
(Cut)」をクリックします。
[Ctrl]/[Command]+[X] を押します。

選択範囲の挿入方法を選択します。

4.

•

オーディオを挿入したい場合は、同じファイル内または別のファイル内
で挿入先の位置を 1 回クリックします。

•

オーディオの一部を置き換えたい場合は、その範囲を選択します。

選択範囲を貼り付けるには、以下のいずれかを行ないます。
•
•

「オーディオエディター」で、
「編集 (Edit)」タブを選択し、「貼り付け
(Paste)」をクリックします。
[Ctrl]/[Command]+[V] を押します。

結果
選択範囲が元の位置から削除されて、ドロップした位置に挿入されます。

補足
2 つのファイル間の移動を取り消すには、まず移動先のウィンドウで貼り付け
を取り消してから、元のウィンドウで切り取り操作を取り消す必要がありま
す。

ナッジ移動によるオーディオの移動
「左 / 右へナッジ (Nudge left/right)」ツールを使用して、ファイル内で少しず
つオーディオを移動できます。

手順
1.

波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

「オーディオエディター」で、「編集 (Edit)」タブを選択します。

3.

「ナッジ機能 (Nudge)」セクションで、
「左へナッジ (Nudge Left)」また
は「右へナッジ (Nudge Right)」をクリックします。
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結果
オーディオは 1 ピクセルずつ移動します。この量が正確にどれだけになるか
は、表示倍率によって異なります。たとえば、ステータスバーに「x1:256」
と表示されている場合、選択範囲は 256 個のサンプル分、移動します。移動
した選択範囲によって、移動先のオーディオは上書きされます。

オーディオのコピー
同じファイル内または異なるオーディオファイル間で、オーディオのセク
ションをコピーできます。

ステレオ / モノラルの取扱い
ステレオファイルまたはモノラルファイルを別の場所にドラッグまたはコ
ピーした場合、その場所に応じてファイルの挿入方法が決まります。
ステレオ / モノラルをファイル間でドラッグすると、以下のように扱われま
す。
ドラッグするセク ドロップ先の 処理
ション
波形
ステレオ

ステレオ

ドラッグしたオーディオは、常に両方のチャンネ
ルに挿入されます。

ステレオ

モノラル

左チャンネルのみが挿入されます。

モノラル

ステレオ

ドロップする垂直方向の位置に応じて処理が異な
ります。処理の内容はカーソルの形によって示さ
れます。片方のチャンネルのみに挿入することも、
両方のチャンネルに同じオーディオ素材を挿入す
ることもできます。

ステレオ / モノラルをファイル間でコピーして貼り付けると、以下のように
扱われます。
コピーするセク
ション

貼り付け先
の波形

処理

ステレオ

ステレオ

波形カーソルが貼り付け先ファイルの両方のチャ
ンネルにまたがっている場合、両方のチャンネル
に挿入されます。

ステレオ

ステレオ

波形カーソルが片方のチャンネルのみに収まって
いる場合、そのチャンネルのみに貼り付けられま
す。左チャンネルのオーディオは左チャンネルに
貼り付けられ、右チャンネルのオーディオは右
チャンネルに貼り付けられます。

ステレオ

モノラル

左チャンネルのみが貼り付けられます。

モノラル

ステレオ

波形カーソルが片方と両方のどちらのチャンネル
にあるかに応じて処理が異なります。片方のチャ
ンネルに貼り付けられるか、両方のチャンネルに
同じオーディオ素材が挿入されます。
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サンプリングレートの競合
オーディオを 1 つのウィンドウから別のウィンドウにコピーまたは移動する
場合に、2 つのファイルのサンプリングレートが異なっていると、コピーまた
は移動されたサウンドは不適切なピッチ (速度) で再生されます。そのような
操作を行なおうとすると、警告が表示されます。
サンプリングレートの不一致をエフェクト的に使用することもできますが、
ほとんどの場合は意図して起こる現象ではありません。これを防ぐには 2 つ
の方法があります。
•

編集を始める前に、ソースファイルのサンプリングレートをターゲット
ファイルと同じレートに変換します。

•

オーディオを追加する前に、ターゲットファイルのサンプリングレート
をソースファイルと同じレートに変換します。

コピーと貼り付けを使用したオーディオのコピー
前提
「選択範囲をゼロクロッシングにスナップ (Snap Selection to Zero-Crossing)」
を使用するかどうかを設定します。

手順
1.

波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

以下のいずれかのコピー方法を使用します。
•
•

3.

4.

「オーディオエディター」で、
「編集 (Edit)」タブを選択し、「コピー
(Copy)」をクリックします。
[Ctrl]/[Command]+[C] を押します。

選択範囲の挿入方法を選択します。
•

オーディオを挿入したい場合は、同じファイル内または別のファイル内
で挿入先の位置を 1 回クリックします。

•

オーディオの一部を置き換えたい場合は、その範囲を選択します。

選択範囲を貼り付けるには、以下のいずれかを行ないます。
•
•

「オーディオエディター」で、
「編集 (Edit)」タブを選択し、「貼り付け
(Paste)」をクリックします。
[Ctrl]/[Command]+[V] を押します。
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ドラッグによるオーディオのコピー
前提
「選択範囲をゼロクロッシングにスナップ (Snap Selection to Zero-Crossing)」
を使用するかどうかを設定します。

手順
1.

波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

選択範囲内をクリックして、同じファイル内の選択範囲の外、または別
の波形ウィンドウにドラッグします。

結果
選択範囲が、指定した位置に挿入されます。その位置よりあとにあったオー
ディオは、右側へ移動します。

オーディオ属性の変更
オーディオファイルのサンプリングレートとビット解像度を変更できます。
これらの値を変更しても、(
「名前を付けて保存 (Save As)」とは異なり) オー
ディオファイルの処理は行なわれません。ただし、以下のルールが適用され
ます。
•

サンプリングレートを変更した場合、新しいピッチでファイルが再生さ
れます。

•

ビット解像度を変更した場合、そのファイルを次回保存するときに、
ファイルが新しい解像度に変換されます。

補足
この操作は元に戻せません。低いビット解像度でファイルを保存した場合、
そのファイルの変換は永続的です。

手順
1.

「オーディオエディター」で、オーディオファイルを開きます。

2.

「ファイル (File)」タブを選択します。

3.

「情報 (Info)」をクリックします。

4.

「オーディオ属性 (Audio Properties)」セクションで、新しい「サンプリ
ングレート (Sample Rate)」と「ビット解像度 (Bit Resolution)」を指定
します。

5.

「変更を適用 (Apply Changes)」をクリックします。
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関連リンク
38 ページの「「情報 (Info)」タブ」

メタデータ
メタデータは、オーディオコンテンツについて記述した属性で構成され、ト
ラックのタイトル、作成者、録音日などが含まれています。選択したオー
ディオファイルのファイル形式に応じて、データの内容は変わります。
オーディオファイルまたはオーディオモンタージュを開くとき、ファイルで
見つかったメタデータが読み込まれます。オーディオファイルおよびオー
ディオモンタージュ用に、異なるメタデータプリセットを作成できます。テン
プレートから新しいファイルを作成する場合、プリセットのメタデータを使
用できるときは、新しいファイルでそのメタデータを継承できます。
「メタデータ (Meta Data)」ウィンドウにはメタデータのプレビューが表示さ
れます。ファイルのメタデータをすべて表示したり、メタデータを編集した
りするには、
「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「メタデータ
(Meta-Data)」を選択し、
「設定 (Edit)」ボタンをクリックします。

すべてのファイル形式でメタデータを保存できるわけではありません。出力
ファイル形式に応じて、すべてのメタデータまたは一部のメタデータのみが
オーディオファイルに保存されます。以下のファイル形式ではメタデータを
含められます。
•

.wav

•

.mp3

•

.ogg

•

.wma

•

.flac

MP3 では、以下のメタデータタイプを使用できます。
•

ID3 v1 および ID3 v2 (画像のサポートを含む)

WAV では、以下のメタデータタイプを使用できます。
•

RIFF

•

BWF

•

BWF マーカー

•

CART (放送専用の AES 規格)

•

ID3 (画像のサポートを含む)
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「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログでオーディオファ
イルを保存または録音する場合、メタデータを使用しないようにするか、メ
タデータをソースファイルから継承するか、またはファイルのメタデータを
編集するかを指定できます。

メタデータは、手動で入力するか、自動的に生成できます。
以下のオプションは自動的に生成できます。
•

時間マーカー 「CART」タブ)
(

•

USID 「BWF」
(
、
「基本 (Basics)」タブ)

(*) これらのオプションを指定すると、ファイルの書き込み時にファイルが検
査されるため、ファイルの書き込み処理にかかる時間が長くなります。
WaveLab Elements にはいくつかのメタデータプリセットが用意されていま
す。これを例として使用し、必要に応じてカスタマイズできます。メタデー
タプリセットの読み込みは、「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」
ダイアログの「メタデータプリセット (Meta-Data Presets)」ポップアップメ
ニューから、または「メタデータ (Meta-Data)」ダイアログから行ないます。
関連リンク
114 ページの「「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアロ
グ」

「メタデータ (Meta-Data)」ダイアログ
このダイアログでは、オーディオファイルに埋め込むメタデータを定義でき
ます。
•

「メタデータ (Meta-Data)」ダイアログを開くには、
「メタデータ
(Meta-Data)」ウィンドウを開いて「設定 (Edit)」をクリックします。

ファイルの種類ごとにメタデータの取扱いは異なります。
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WAV ファイルの「メタデータ (Meta-Data)」ダイアログ

「オーディオエディター」でファイルの「メタデータ (Meta-Data)」ダイアロ
グを開いた場合、オーディオファイルに保存されているメタデータを編集で
きます。このメタデータはあとでディスクに保存されます。
「オーディオモンタージュ」ウィンドウでファイルの「メタデータ
(Meta-Data)」ダイアログを開いた場合、オーディオモンタージュのレンダリ
ング時に作成されたオーディオファイルのメタデータを編集できます。WAV
形式または MP3 形式にレンダリングする場合、メタデータはそれらのファイ
ルに関連付けられます。

メタデータプリセット
「メタデータ (Meta-Data)」ダイアログで、メタデータプリセットを保存し、
他のファイルにプリセットを適用できます。メタデータプリセットは、WAV、
MP3、および AAC ファイルに適用できます。

「新規 .wav ファイルのデフォルト値として使用 (Use as Default for New .wav
Files)」オプションを使用すると、一連のメタデータをデフォルト値として定
義できます。
新しいファイルを作成するときにメタデータを追加しない場合、ファイルの
保存時にこのデフォルトのメタデータがファイルに適用されます。たとえば、
BWF メタデータ付きの WAV ファイルを保存または録音し、Unique Material
Identiﬁer を自動的に追加できます。
デフォルトのメタデータプリセットを編集するには、
「デフォルト値を読み込
む (Load Default)」を選択してプリセットを編集します。
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CART とマーカー
WaveLab Elements では、CART マーカーがある場合は読み込まれ、ファイル
の既存のマーカーと統合されます。
CART 規格には最大 8 個のマーカーを含められます。WaveLab Elements では、
マーカー名が CART 規格に従っていれば、マーカーが保存されます。
「メタデータ (Meta-Data)」ダイアログの「CART」タブで「時間マーカーを生
成 (Generate Time Markers)」をオンにすると、少なくとも 1 つの CART テキ
ストフィールドに情報が含まれていればマーカーが生成されます。含まれて
いなければ、CART データは使用されません。
ファイルをレンダリングするときに CART マーカーとファイルのマーカーを統
合できるようにするには、
「実行 (Render)」ダイアログで「マーカーをコピー
(Copy Markers)」オプションをオンにする必要があります。

「無音部分の作成 / 挿入 (Silence Generator)」ダイアログ
このダイアログでは、オーディオファイルに無音部分やバックグラウンドノ
イズを挿入できます。
•

「無音部分の作成 / 挿入 (Silence Generator)」ダイアログを開くには、
「オーディオエディター」で「編集 (Edit)」タブを選択し、「無音部分の
作成 / 挿入 (Silence Generator)」をクリックします。

無音部分の長さ (Silence Duration)
「選択範囲と同じ (As Selection)」をオンにすると、アクティブなオー
ディオの選択範囲のサイズを無音部分のサイズとして使用します。下の
値フィールドで無音部分のサイズを指定します。
範囲両端の処理 (Edges)
「フェードイン / アウト (Fade In/Out)」をオンにすると、無音部分の始
めと終わりにクロスフェードが適用され、サウンドの移行がなめらかに
なります。下の値フィールドでフェードタイムを指定します。
保存先 (Destination)
•

「選択範囲を置き換え (Replace Selection)」を選択すると、現在の
オーディオ選択範囲が無音に置き換えられます。
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•

「カーソル位置に挿入 (Insert at Cursor)」を選択すると、カーソル
位置に無音部分が挿入されます。

•

「ファイルの終わりからカーソルまで挿入 (From End of File until
Cursor)」を選択すると、オーディオファイルの終了位置からカー
ソル位置の間に無音が挿入されます。これによってオーディオ
ファイル自体のサイズが大きくなります。また、この項目をオン
にすると無音部分のサイズが自動的に決まるため、
「無音部分の長
さ (Silence Duration)」設定は無視されます。

選択範囲の無音への置き換え
オーディオファイルの一部を、無音に置き換えられます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、範囲を選択します。

2.

「編集 (Edit)」タブを選択します。

3.

「切り取り (Cutting)」セクションで、「無音部分の作成 / 挿入 (Silence
Generator)」をクリックします。

4.
5.

無音部分の長さを「選択範囲と同じ (As Selection)」、操作内容を「選択
範囲を置き換え (Replace Selection)」に設定します。
「適用 (Apply)」をクリックします。

無音データの挿入
指定した長さの無音データを、オーディオファイルの任意の位置に挿入でき
ます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、挿入する無音データが始まる位置にカー
ソルを設定します。

2.

「編集 (Edit)」タブを選択します。

3.

「切り取り (Cutting)」セクションで、「無音部分の作成 / 挿入 (Silence
Generator)」をクリックします。

4.

「選択範囲と同じ (As Selection)」をオフにして、長さを指定します。

5.

操作内容を「カーソル位置に挿入 (Insert at Cursor)」に設定します。

6.

「適用 (Apply)」をクリックします。
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選択範囲のミュート
「選択範囲をミュート (Mute Selection)」機能を使用すると、選択範囲が完全
な無音に置き換えられます。

手順
1.

「オーディオエディター」の波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

「編集 (Edit)」タブを選択します。

3.

「切り取り (Cutting)」セクションで、「選択範囲をミュート (Mute
Selection)」をクリックします。

鉛筆ツールによる波形の修正
「鉛筆」ツールを使用すると、波形ウィンドウ内で波形を描けます。波形のエ
ラーをすばやく修正する場合に使用できます。
「鉛筆」ツールは、ズーム解像
度が 1:8 (スクリーンの 1 ピクセルが 8 サンプルに相当) 以上の場合に使用でき
ます。

•

波形を描くには、
「オーディオエディター」の「編集 (Edit)」タブで「鉛
筆」ツールを選択し、波形ウィンドウ内をクリックして新しい波形を描
きます。

•

両方のチャンネルの波形を同時に描くには、[Shift] を押したまま描きま
す。
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WaveLab Elements には、オーディオを解析してエラーを検出するためのさま
ざまなツールが備わっています。
たとえば、一連のオーディオメーターや 3D 周波数解析を使用できます。ま
た、オーディオのサンプルを検査してエラーや異常を見つけるためのツール
もいくつか用意されています。

全般情報の検出
WaveLab Elements では、オーディオに高度な解析を実行し、指定した属性を
含む範囲を特定できます。この機能は、グリッチやクリッピングを含むサン
プルなど、問題のある範囲を検出する場合に役立ちます。また、音のピッチ
などの一般的な情報を確認することもできます。
オーディオファイルの一部を解析すると、WaveLab Elements でその範囲また
はそのオーディオファイルがスキャンされ、情報が抽出されてダイアログに
表示されます。また、音が非常に大きい範囲やほとんど無音の範囲など、特
定の特性に一致する範囲がファイル内で WaveLab Elements によってマーキ
ングされます。これらのポイント間を参照したり、マーカーを設定したり、
ズームインしたりできます。ほとんどのタブで、解析の実行方法を詳しく設
定できます。タブはそれぞれ、特定の解析分野に特化しています。
全般情報の検出は、
「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログで行ない
ます。このダイアログには以下のタブがあり、それぞれのタブで異なる種類
の検出を行なえます。
•

「ピーク (Peaks)」タブでは、値が非常に高い個々のサンプルを検出でき
ます。

•

「ラウドネス (Loudness)」タブでは、レベルが高い部分を検出できます。

•

「ピッチ (Pitch)」タブでは、サウンドまたはオーディオ範囲の正確な
ピッチを検出できます。

•

「その他 (Extra)」タブでは、DC オフセットおよび重要なビット解像度に
ついての情報が提供されます。

•

「エラー (Errors)」タブでは、グリッチおよびオーディオにクリッピング
が含まれる範囲を検出できます。

ほとんどの種類の解析で、ファイル内のピークやグリッチなどを示す多くの
箇所が検出されます。このような箇所のことを「ホットポイント」といいま
す。
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「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログの表示
「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログでは、さまざまな検出オプ
ションを利用できます。

手順
1.

波形ウィンドウで、解析したいオーディオファイルの範囲を選択しま
す。
ファイル全体を解析したい場合は、[Ctrl]/[Command]+[A] を押します。
「オー
ディオファイルの設定 (Audio Files Preferences)」ダイアログの「選択範囲がな
い場合はファイル全体を処理する (Process Whole File If There Is No Selection)」
をオンにすると、範囲が選択されていない場合はファイル全体が自動的に処理
されます。

2.

「オーディオエディター」で、「検出 (Analyze)」タブを選択します。

3.

「ツール (Tools)」セクションで、
「全般情報の検出 (Global Analysis)」を
クリックします。

4.

必要に応じて、
「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログの上部に
ある「新しく「全般情報の検出」ダイアログを開く (Open New Global
Analysis Dialog)」 をクリックして別の「全般情報の検出 (Global
Analysis)」ダイアログを開きます。

検出の種類の選択
何種類かの検出を実行できます。各検出には時間がかかるため、必要な種類
の検出操作のみを行なうようにしてください。
検出の種類を選択するには、「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログ
の対応するタブでその検出を有効にします。
•

ピーク検出を行なうには、
「ピーク (Peaks)」タブを選択して、
「ピーク
を検出 (Find Peaks)」をオンにします。

•

ラウドネス検出を行なうには、
「ラウドネス (Loudness)」タブを選択し
て、
「ラウドネスを検出 (Analyze Loudness)」をオンにします。

•

ピッチ検出を行なうには、
「ピッチ (Pitch)」タブを選択して、
「平均ピッ
チを検出 (Find Average Pitch)」をオンにします。

•

その他の情報の検出を行なうには、「その他 (Extra)」タブを選択して、
「DC オフセットを検出 (Find DC Oﬀset)」をオンにします。

•

エラー検出を行なうには、
「エラー (Errors)」タブを選択して、「グリッ
チと推定されるポイントを検出 (Find Possible Glitches)」および「ク
リッピングのあるサンプルを検出 (Find Clipped Samples)」をオンにし
ます。
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「全般情報の検出 (Global Analysis)」-「ピーク (Peaks)」タブ
このタブでは、オーディオのデジタルピークの値 (値が非常に高い個々のサン
プル) を見つけるための設定ができます。
•

「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログで、
「ピーク (Peaks)」タ
ブを選択します。

ピークを検出 (Find Peaks)
ピーク検出を有効にします。
デジタル (Digital)
対象範囲内の最大ピーク値を表示します。表示欄をクリックすると、ダ
イアログ左下角の「検出されたポイントの数 (Number of Hot Points)」
セクション欄にピークの数が表示されます。スクロールバーを使ってメ
インビューをスクロールし、該当する範囲を目で確認できます。
カーソル位置 (At Cursor)
検出を実行した時点のオーディオファイルのカーソル位置のレベルを表
示します。
検出ポイント数の上限 (Maximum Number of Peaks to Report)
検出されるピークの数を制限するには、この欄を利用します。たとえ
ば、
「1」にセットすると、最大レベルのピークが 1 つだけ表示されま
す。
ピーク検出の最小間隔 (Minimum Time Between 2 Peaks)
ここでは、ピークが密集しないように最小間隔を設定します。たとえば
1 s (1 秒) に設定すると、1 つのポイントから 1 秒以内には次のポイント
が作成されなくなります。

検出の結果
「ピークを検出 (Find Peaks)」の欄に、対象範囲内の最大ピーク値と検出を実
行した時点の波形カーソル位置のサンプルのレベルが表示されます。
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「全般情報の検出 (Global Analysis)」-「ラウドネス (Loudness)」タブ
このタブでは、聴感上、ボリュームが大きすぎるまたは小さすぎると感じら
れる範囲を見つけるための設定ができます。聴感上、ボリュームが大きいと
感じられる範囲を見つけるには、長い範囲のオーディオを確認する必要があ
ります。
•

「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログで、「ラウドネス
(Loudness)」タブを選択します。

「ラウドネス (Loudness)」の設定

ラウドネスを検出 (Analyze Loudness)
RMS ラウドネス検出を有効にします。
平均負荷 (Average)
検出範囲全体のラウドネスを表示します。
最大 (Maximum)
対象範囲の中で一番ラウドネスの高い部分のレベルを表示します。表示
欄をクリックすると、検出されたラウドネスの高い箇所の数がダイアロ
グ左下角の「検出されたポイントの数 (Number of Hot Points)」欄に表
示されます。
最小 (Minimum)
対象範囲の中で一番ラウドネスの低い部分のレベルを表示します。表示
欄をクリックすると、検出されたラウドネスの低い箇所の数がダイアロ
グ左下角の「検出されたポイントの数 (Number of Hot Points)」欄に表
示されます。この値はオーディオ素材の S/N 比に関する有益な情報で
す。
カーソルの周囲 (Around Cursor)
検出を実行した時点のオーディオファイルのカーソル位置のラウドネス
値を表示します。
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解像度 (Resolution)
測定や平均化の対象とするオーディオの長さ (デュレーション) を指定し
ます。この値を下げると、音が大きい / 小さいオーディオに含まれてい
る非常に短い音も検出されます。値を上げると、より長めの音でないと
ホットポイントが検出されにくくなります。
スレッショルド (平均値用) (Threshold (for the Average))
この欄の設定は休止を含んだ録音素材でも平均値が正しく計算されるよ
うに機能します。ここでは、静寂 / 無音部分とみなすスレッショルドレ
ベルを設定します。これにより、この設定値以下の信号はすべて平均値
の計算対象から除外されます。
ラウドネス検出ポイント数の上限 (Maximum Number of Loudness Points to
Report)
検出されるホットポイントの数を制限するには、この欄を利用します。
値が大きいポイント順に検出されます。たとえば、
「1」にセットする
と、ラウドネスが最大の部分、または同じ最大値が検出された複数部分
のうちの 1 つが表示されます。
検出ポイントの最小間隔 (Minimum Time between 2 Points)
ここでは、ホットポイントが密集しないように最小間隔を設定します。
たとえば「1 s」(1 秒) に設定すると、1 つのポイントから 1 秒以内には次
のポイントが作成されなくなります。

「全般情報の検出 (Global Analysis)」-「ピッチ (Pitch)」タブ
このタブでは、オーディオ範囲の平均ピッチを検出するための設定ができま
す。
•

「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログで、
「ピッチ (Pitch)」タ
ブを選択します。

このタブの設定を使用すると、たとえばピッチシフト用の情報を収集して、
ある音を別の音にそろえることができます。ヘルツ (Hz) 単位と半音およびセ
ント (= 半音の 1/100) 単位で、各チャンネルのピッチが表示されます。ディス
プレイには対象範囲全体の値が表示されるため、ダイアログ下部にあるホッ
トポイントコントロールはこのタブでは使用されません。
「ピッチ (Pitch)」タブを使用する場合の注意点を以下に示します。
•

結果は範囲全体の平均値です。

•

この方法は、(コードやハーモニーではなく) 単音の素材のみに対して使
用できます。

•

このアルゴリズムは、対象範囲でピッチが比較的安定していることを想
定しています。
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•

素材は、他の音から比較的よく分離している必要があります。

•

音のアタック部分ではなくサステイン部分を検出の対象にすることをお
すすめします。通常、アタック部分ではピッチは安定していません。

•

合成音の種類によっては、基本周波数 (一次倍音) が弱くアルゴリズムが
機能しにくい場合があります。

「全般情報の検出 (Global Analysis)」-「その他 (Extra)」タブ
このタブでは、対象範囲の平均 DC オフセットと「実際の量子化ビット数 (解
像度) (Apparent Bit Resolution)」が表示されます。
•

「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログで、
「その他 (Extra)」タ
ブを選択します。

「実際の量子化ビット数 (解像度) (Apparent Bit Resolution)」では、オーディ
オの実際の解像度を検出します。この機能は、24 ビットファイルが実際に 24
ビットを使用しているかどうかを確認する場合や、そのファイルが実際には
16 ビット解像度で録音されたあと、24 ビットにアップスケールされたかどう
かを確認する場合などに役立ちます。

エラーの検出
グリッチやオーディオにクリッピングが含まれる範囲などのエラーを検出で
きます。
グリッチ
•

デジタル転送に問題があった場合や編集ミスがあった場合に生じるノイ
ズです。グリッチがあると、オーディオで「クリック音」や「ポップ
音」が聞こえます。

クリッピング
•

デジタルシステムでは、ある一定数のレベルまでしか適切に表現できま
せん。録音されたサウンドレベルが高すぎる場合や、デジタル処理に
よってレベルが上がってしまい、システムで処理できなくなった場合
は、ハードクリッピングが起こり、強い歪みが生じます。
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クリッピング発生前と発生後の正弦波

検出の結果
検出されたグリッチとクリッピングの件数が通知されます。

「全般情報の検出 (Global Analysis)」-「エラー (Errors)」タブ
このタブでは、グリッチおよびオーディオにクリッピングが含まれる範囲を
検出できます。
•

「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログで、
「エラー (Errors)」タ
ブを選択します。

検出ポイント数の上限 (Maximum Number of Error Points to Report)
検出されるホットポイントの数を制限できます。
検出ポイントの最小間隔 (Minimum Time between 2 Points to Report)
ここでは、ホットポイントが密集しないように最小間隔を設定します。
たとえば「1 s」(1 秒) に設定すると、1 つのポイントから 1 秒以内には次
のポイントが作成されなくなります。
グリッチと推定されるポイントを検出 (Find Possible Glitches)
グリッチ検出を有効にします。
•

「スレッショルド (Threshold)」には、グリッチとみなされるレベル
の変化の値を設定します。値が大きいほどホットポイントの検出
頻度が下がります。

•

「反復再生の幅 (Sensitivity)」は、グリッチの判定基準とするレベ
ル変化が起こる時間的な間隔を表わす値です。値が大きいほど
ホットポイントの検出頻度が下がります。
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•

「出力ファイルの形式 (Output Format)」は、検出されたクリッピ
ング箇所の数を表示します。表示欄をクリックすると、検出され
たクリッピング箇所の数がダイアログ左下角の「検出されたポイ
ントの数 (Number of Hot Points)」欄に表示されます。

補足
このアルゴリズムによって検出された箇所がすべて実際にグリッチであ
るとは限りません。必要に応じ、検出された箇所をメインビューで拡大
したり再生したりして、本当に問題があるか確認してください。
クリッピングのあるサンプルを検出 (Find Clipped Samples)
クリッピング検出を有効にします。
•

隣り合っている多数のサンプルのレベルが連続して最大になって
いる場合はクリッピングと考えられます。「スレッショルド
(Threshold)」欄を使用して、これに該当する箇所がないかを
チェックします。
「スレッショルド (Threshold)」欄では、クリッピ
ングの判定基準とする隣り合ったサンプルの数を正確に指定でき
ます。この条件に当てはまる箇所がクリッピング箇所として検出
されます。

•

「出力ファイルの形式 (Output Format)」は、検出されたクリッピ
ング箇所の数を表示します。表示欄をクリックすると、検出され
たクリッピング箇所の数がダイアログ左下角の「検出されたポイ
ントの数 (Number of Hot Points)」欄に表示されます。

全般情報の検出の実行
前提
「オーディオエディター」で「検出 (Analysis)」タブを選択して、
「全般情報の
検出 (Global Analysis)」を選択し、実行したい検出に対応するタブを選択しま
す。

手順
1.

「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログでパラメーターを設定し
ます。
ほとんどのタブで、検出の実行方法を設定できます。

2.

「ピーク (Peaks)」タブまたは「ラウドネス (Loudness)」タブを選択した
場合は、検出したい位置にカーソルを移動します。
「ピーク (Peaks)」タブと「ラウドネス (Loudness)」タブには、カーソル位置に
対応する範囲の値が表示されます。

3.

「検出 (Analyze)」をクリックします。
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全般情報の検出結果
検出の種類に応じて、検出機能を適用したオーディオに対して 1 つ以上の値
が返されます。
「ピッチ (Pitch)」と「その他 (Extra)」の検出では、1 つの値だけが返されま
す。その他の種類の検出機能では、ファイル内のピークやグリッチなどを示
す多くの箇所が検出されます。このような箇所のことをホットポイントとい
います。

全般情報の検出結果の確認
全般情報の検出結果では、ホットポイントがマーキングされます。見つかっ
た箇所を参照して検出結果を確認できます。
前提
「オーディオエディター」で、「検出 (Analyze)」タブを選択し、「全般情報の
検出 (Global Analysis)」をクリックして検出を実行します。

手順
1.

「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログで、確認したい値が表示
されているタブをクリックします。

2.

表示で、対象範囲全体の最大値 / 最小値を確認します。

3.

どの値を参照したいか決めます。

4.

参照する値をクリックします。

5.

ダイアログボックス下部で「検出されたポイントの数 (Number of Hot
Points)」の値を確認します。
この値は、検出機能で見つかった箇所の数を示します。

6.

「検出されたポイントの数 (Number of Hot Points)」の値の下にあるスク
ロールバーを使用して、検出箇所を参照します。
編集カーソルは波形ウィンドウ内の位置を示します。

7.

別の属性を参照するには、対応するタブをクリックしてから値ボタンを
クリックします。

補足
ダイアログを閉じるか、「検出 (Analyze)」をもう一度クリックするまで、検出
結果は保存されます。

関連リンク
147 ページの「全般情報の検出の実行」
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検出位置へのマーカーの作成
検出位置にマーカーを作成すると、全般情報の検出結果を簡単に確認できま
す。
前提
「オーディオエディター」で、「検出 (Analyze)」タブを選択し、「全般情報の
検出 (Global Analysis)」をクリックして検出を実行します。

手順
1.

「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログで、検出位置にマーカー
を作成したい検出の種類を選択します。
マーカーを追加できるのは一度に 1 つのチャンネルだけです。

2.

「検出位置にマーカーを作成 (Create Markers at Hot Points)」ボタンをク
リックします。
すべての検出位置に一時マーカーが追加されます。

結果
マーカーの名前は、
「検出位置番号 (チャンネル)」という規則で付けられま
す。たとえば、左チャンネルにある 3 番目の検出位置のマーカーは、「3 (L)」
という名前になります。
関連リンク
147 ページの「全般情報の検出の実行」

検出位置の表示
全般情報の検出後、ディスプレイで特定の検出位置を表示できます。
前提
「オーディオエディター」で、「検出 (Analyze)」タブを選択し、「全般情報の
検出 (Global Analysis)」をクリックして検出を実行します。

手順
1.

「検出されたポイントの数 (Number of Hot Points)」スクロールバーを使
用して、現在の位置に位置インジケーターを移動します。

2.

「表示 (Focus)」をクリックします。
波形ウィンドウが選択した箇所にズームインします。
「全般情報の検出 (Global
Analysis)」ダイアログが下の部分だけになります。

3.

「全般情報の検出 (Global Analysis)」ダイアログを全体表示に戻すには、
「表示 (Focus)」ボタンをもう一度クリックします。
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3D 周波数解析
3D 周波数解析を使用すると、周波数軸でオーディオファイルを参照できま
す。
「3D 周波数解析 (3D Frequency Analysis)」機能は、以下の目的に使用できま
す。
•

ミックス内の周波数スペクトラムの分布を確認する。

•

イコライザー処理のもとになるデータとして、減じる周波数と増幅する
周波数を確認する。

•

周波数スペクトラムで、フィルターによって除去したいバックグラウン
ドノイズに占められている部分を確認する。

波形表示 (時間軸) では、あるサウンドがファイル内のどこで始まりどこで終
わるかについては情報を得られますが、ファイルの音色に関する情報は得ら
れません。周波数グラフ (周波数軸) ではこの情報が提供されます。
WaveLab Elements で使用されているグラフは、FFT (高速フーリエ変換) プ
ロットとよく呼ばれることがあります。ステレオ録音を選択した場合、2 つの
チャンネルがミックスされて解析されます。
ホイールコントロールを使用すると、さまざまな角度から周波数スペクトラ
ムを参照できます。たとえば、複数の 3D 周波数解析ウィンドウを開き、それ
ぞれのウィンドウを別々の視点から参照できます。これにより、一方向から
だけでは見えにくいグラフもよく見えるようになります。
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3D 周波数解析グラフの作成
オーディオの選択範囲の長さは、解析の精度に影響します。選択範囲が短い
と、結果は非常に詳細になります。サウンドの最も大きなゆれが見られるの
はサウンドのアタック部分であるため、この部分だけを個別に解析すること
を検討してください。

手順
1.

波形ウィンドウで、ファイル内で解析する範囲を選択します。
範囲を選択しなかった場合は、オーディオファイル全体が解析されます。

2.

「オーディオエディター」で、「表示 (View)」タブを選択します。

3.

「検出 (Analysis)」セクションで、「3D 周波数解析 (3D Frequency
Analysis)」をクリックします。

4.

解析パラメーターを編集するには、「3D 解析オプション (3D Analysis
Options)」ボタンをクリックします。

5.

パラメーターを調節して「OK」をクリックします。
オーディオが再び解析されます。

3D 解析オプション (3D Analysis Options)
「3D 周波数解析 (3D Frequency Analysis)」ダイアログのオプションダイアロ
グでは、解析する周波数帯域を定義したり、3D 周波数解析グラフの外観を変
更したりできます。
•

「3D 周波数解析 (3D Frequency Analysis)」ダイアログで、
「3D 解析オプ
ション (3D Analysis Options)」ボタンをクリックします。
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上限 / 下限の周波数 (Top/Bottom Frequency)
解析する周波数帯域の上限値 / 下限値を指定します。
対数ルーラー (オクターブ) (Logarithmic Ruler (Octaves))
周波数帯域を等間隔に配置されたオクターブに分割します。
振幅値 (レベル) (Amplitude)
ピークを振幅「直線
(
(1 次) (Linear)」) またはパワー「対数関数
(
(デシベル)
(Logarithmic (Decibels))」
) に正比例させるかどうを選択します。
色の設定 (Colors)
グラフのカラーパターンを定義します。
背景
背景色を定義します。
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オフライン処理は、さまざまな編集操作やエフェクト適用に役立ちます。た
とえば、リアルタイム処理を行なうとコンピューターの動作速度が遅くなり
すぎる場合や、複数のパスが必要な編集を行なう場合に便利です。
処理を行なった場合、オーディオファイルの変更は永続的です。

処理の適用
処理は、選択範囲またはファイル全体に適用できます。一部の操作では、
ファイル全体を処理する必要があります。

補足
「オーディオファイル環境設定 (Audio Files Preferences)」の「編集 (Editing)」
タブで「選択範囲がない場合はファイル全体を処理する (Process Whole File If
There Is No Selection)」をオンにすると、選択範囲がない場合はファイル全体
が自動的に処理されます。

手順
1.
2.

波形ウィンドウで範囲を選択します。
「オーディオエディター」で、「処理 (Process)」タブを選択します。

3.

適用する処理の種類を選択します。

4.

ダイアログが表示されたら、設定を行ない、
「適用 (Apply)」をクリック
するとファイルにエフェクトが適用されます。

「ゲイン (Gain)」ダイアログ
このダイアログでは、ゲインを適用してオーディオファイルのレベルを変更
できます。
•

「ゲイン (Gain)」ダイアログを開くには、
「オーディオエディター」で
「処理 (Process)」タブを選択し、
「レベル (Level)」セクションで「ゲイ
ン (Gain)」をクリックします。

153

オフライン処理
「レベルノーマライザー (Level Normalizer)」ダイアログ

「現在のピークレベルを検出する (Find Current Peak Level)」をクリックする
と、オーディオの選択範囲のピークレベル、または範囲を選択していない場
合はファイル全体のピークレベルを検出できます。この機能は、クリッピン
グを発生させることなく (0dB を超えることなく)、ファイルのゲイン全体をど
れだけ上げられるかを計算する場合などに役立ちます。
また、この処理によってクリッピングを発生させることもできます。クリッ
ピングとは、音が歪むまでゲインを上げることです。通常は意図して起こす
現象ではないですが、適度なクリッピングにより音に迫力を出し、ドラムサ
ウンドのアタックを強調したりできます。

「レベルノーマライザー (Level Normalizer)」ダイアログ
このダイアログでは、オーディオファイルのピークレベルを変更できます。
•

「レベルノーマライザー (Level Normalizer)」ダイアログを開くには、
「オーディオエディター」で「処理 (Process)」タブを選択し、
「ノーマラ
イズ (Normalizing)」セクションで「レベル (Level)」をクリックします。

ピークレベル (Peak Level)
オーディオの選択範囲に適用するピークレベル (dB 単位) を入力します。
左右チャンネルに同一処理 (Stereo Link)
両方のチャンネルにゲインを適用します。
モノラルにミックス (Mix to Mono)
左右のチャンネルをミックスします。生成後のモノラルファイルのピー
クレベルは、指定した値になります。これにより、クリッピングを発生
させることなくミックスできます。
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現在のピークレベルを検出 (Find Current Peak Value)
オーディオの現在の選択範囲のピークレベル、または範囲を選択してい
ない場合はオーディオファイル全体のピークレベルを検出できます。

基本的なエンベロープ操作
エンベロープカーブにポイントを追加することで、時間とともにオーディオ
素材のボリュームが変わるようにエンベロープカーブを作成できます。マウ
スでディスプレイ内をポイントするか、ポイントを動かすと、ディスプレイ
上部の欄に現在の位置とレベルの変化が示されます。
•

ポイントを追加するには、エンベロープカーブをダブルクリックしま
す。

•

ポイントを選択するには、ポイントをクリックします。

•

複数のポイントを選択するには、クリックしてポイントを囲むようにド
ラッグします。

•

ポイントを移動するには、ポイントをクリックしてドラッグします。複
数のポイントを選択している場合、すべてのポイントが移動します。

•

エンベロープカーブ全体を上下に移動するには、エンベロープカーブを
クリックして上下にドラッグします。

•

カーブセグメントを垂直に移動するには、カーブをクリックして上下に
ドラッグします。

•

2 つのポイントを水平に移動するには、[Shift] を押しながら 2 つのポイ
ント間のエンベロープカーブセグメントをクリックして、左右にドラッ
グします。

•

2 つのポイントを垂直に移動するには、[Ctrl]/[Command] を押しながら
2 つのポイント間のカーブセグメントをクリックして、上下にドラッグ
します。
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オーディオファイルのフェード
フェードインとはレベルが徐々に増していくこと、フェードアウトとはレベ
ルが徐々に減っていくことです。
フェードを作成するには、各フェードイン / フェードアウト箇所に対して
フェードの種類をそれぞれ選択します。

フェードインおよびフェードアウトの作成
手順
1.

波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

「オーディオエディター」で、「処理 (Process)」タブを選択します。

3.

フェードインとフェードアウトのどちらを作成したいかに応じて、
「フェード (Fading)」セクションで、以下のいずれかの項目を選択しま
す。
•

デフォルトのフェードタイプを適用するには、「フェードイン (Fade In)」
アイコンまたは「フェードアウト (Fade Out)」アイコンをクリックしま
す。

•

別のフェードタイプを選択するには、フェードアイコンの下の「フェー
ドイン (Fade In)」または「フェードアウト (Fade Out)」を選択します。
ポップアップメニューで、作成するフェードタイプを選択します。

クロスフェードクロスフェード
クロスフェードとは、2 つのサウンドが、一方は徐々にフェードイン、もう一
方は徐々にフェードアウトしていくことです。オーディオ範囲を別のオー
ディオ範囲に貼り付けると、クロスフェードを自動的に作成できます。

クロスフェードの作成
クロスフェードできるオーディオ素材は、同じオーディオファイル内の 2 つ
の異なるセクションか、2 つの異なるオーディオファイルのいずれかです。

手順
1.

波形ウィンドウで、フェードインさせたい範囲を選択します。

2.

「編集 (Edit)」タブを選択します。

3.

「クリップボード (Clipboard)」セクションで、
「コピー (Copy)」をク
リックします。
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4.

フェードアウトさせたい範囲を選択します。
この選択範囲の長さによって実際のクロスフェードの長さが決まります (長さは
ステータスバーで確認できます)。範囲は、選択したオーディオファイル内また
は別の波形ウィンドウから選択できます。ただし、この選択範囲は、前の手順
でコピーした選択範囲の長さ以下である必要があります。

5.

「編集 (Edit)」タブを選択します。

6.

フェードインとフェードアウトのどちらを作成したいかに応じて、
「ク
リップボート (Clipboard)」セクションで、以下のいずれかの項目を選択
します。
•

デフォルトのクロスフェードタイプを適用するには、「貼り付けとクロス
フェード (Paste and Crossfade)」アイコンをクリックします。

•

別のクロスフェードタイプを選択するには、クロスフェードアイコンの
下の「貼り付けとクロスフェード (Paste and Crossfade)」をクリックしま
す。ポップアップメニューで、作成するクロスフェードタイプを選択し
ます。

結果
クロスフェードが作成されます。貼り付け先のファイルで選択範囲のあとに
あった部分は、貼り付けられた部分のあとにくるように移動されます。
コピーされた選択範囲でクロスフェード範囲を超過した部分は、フェードの
あとにフルレベルで再生されます。

補足
両方のファイルで、クロスフェード部分にフルレベルの範囲がすでに存在す
る場合 (たとえば、両方のファイルをノーマライズした場合)、クリッピング
や歪みが発生することがあります。この場合、両方のファイルの振幅を 3 〜
6dB 下げたうえでもう一度試してみてください。
タスク終了後の項目
ファイルを再生し、必要に応じてクロスフェードを調節します。

「貼り付けとクロスフェード (Paste and Crossfade)」オプション
これらのオプションでは、貼り付けるクロスフェードの種類を選択できます。
•

「オーディオエディター」の「編集 (Edit)」タブを選択し、「クリップ
ボード (Clipboard)」セクションの「貼り付けとクロスフェード (Paste
and Crossfade)」をクリックします。

直線 (均等ゲイン) (Linear (Equal gain))
レベルが直線 (1 次関数) 的に変化します。
正弦関数 (均等パワー) (Sinus (Equal power))
レベルがサインカーブ状に変化します。オーディオミックスのパワーは
一定に保たれます。
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平方根 (均等パワー) (Square-Root (Equal power))
レベルが平方根 (スクエアルート) カーブ状に変化します。オーディオ
ミックスのパワーは一定に保たれます。

位相の反転
位相を反転すると、信号の上下が逆転します。この機能の最も一般的な使用
目的は、2 つのチャンネルの位相が一致しないまま録音された場合にステレオ
録音を修正することです。

オーディオ位相の反転
手順
1.

オーディオファイルの特定の時間範囲の位相だけを反転したい場合は、
波形ウィンドウで範囲を選択します。

2.

「オーディオエディター」で、「処理 (Process)」タブを選択します。

3.

「その他 (Other)」セクションで、
「位相を反転 (Invert Phase)」をクリッ
クします。

オーディオの前後反転
オーディオファイルやオーディオファイルの一部を、テープを逆回転させて
いるように前後を反転できます。

手順
1.

オーディオファイルの特定の時間範囲だけを前後反転させたい場合は、
波形ウィンドウで選択範囲を設定します。

2.

「オーディオエディター」で、「処理 (Process)」タブを選択します。

3.

「時間 & ピッチ (Time & Pitch)」セクションで、
「前後反転 (Reverse)」を
クリックします。

DC オフセット
DC オフセットとは、信号の DC (直流) 成分が大きすぎる部分のことです。こ
の現象が発生する最も一般的な原因は、さまざまな録音装置間のずれです。
DC オフセットは以下の理由から問題があります。
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•

ゼロクロッシングの位置が変わります。

•

DC オフセットが発生しているファイルでは、一部の処理オプションで
最適な結果が得られません。

DC オフセットの除去
手順
1.

「オーディオエディター」で、DC オフセットを確認して修正するオー
ディオファイルを開きます。

2.

「処理 (Process)」タブを選択します。

3.

「レベル (Level)」セクションで、「DC オフセットの除去 (Remove DC
Offset)」をクリックします。
オーディオファイルの DC オフセット値を示すダイアログが開きます。また、
波形ウィンドウで範囲を選択してからこのオプションを選択すると、選択範囲
のみの DC オフセットを確認できます。

補足
通常、この問題は録音全体を通して見られるため、この機能はファイル全体に
適用することをおすすめします。

4.

「OK」をクリックすると、DC オフセットが除去されます。

タイム ストレッチ
タイムストレッチとは、ピッチを変更せずに録音の長さを変えられる操作で
す。
タイムストレッチを使用すると、オーディオ素材を長くしたり短くしたりで
きます。この機能は多くの場合、オーディオの一部を他の部分に合うように
調整するために使用されます。ストレッチ処理を行なう素材を選択し、
「タイ
ムストレッチ (Time Stretching)」ダイアログのオプションを使用してスト
レッチ比率を求めます。これは、状況に応じて時間またはテンポを指定する
ことで行ないます。

「タイムストレッチ (Time Stretching)」ダイアログ
このダイアログでは、オーディオの選択範囲の時間を変更できます。通常、
ピッチは保持されます。選択範囲を、指定した時間 (分、秒、およびミリ秒単
位)、テンポ (bpm 単位)、またはストレッチ比率 (パーセント) に伸縮できま
す。
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•

「タイムストレッチ (Time Stretching)」ダイアログを開くには、
「オー
ディオエディター」で「処理 (Process)」タブを選択し、
「時間 & ピッチ
(Time & Pitch)」セクションで「タイムストレッチ (Time Stretching)」を
クリックします。

現在の値 (対象範囲) (Source (audio selection))
時間 (デュレーション) (Duration)
「テンポを設定 (Edit Tempo)」をオンにすると、オーディオソースのテ
ンポを変更できます。小節と拍の数およびストレッチの比率は自動的に
更新されます。
「小節を設定 (Edit Bars)」をオンにすると、オーディオソースの小節と拍
の数および拍子記号を設定できます。ソースのテンポ値およびそれに
従ったストレッチの比率は自動的に更新されます。

実行後の値 (Result)
ターゲットとする時間 (Target duration)
この項目をオンにすると、オーディオソースの長さ (デュレーション) が
変わります。
ターゲットとするテンポ (Target tempo)
この項目をオンにすると、オーディオソースのテンポが変わります。こ
の項目を指定する場合は、現在のテンポ値または小節と拍の値を指定す
る必要があります
ターゲットとするストレッチ比率 (Target stretch factor)
オーディオの長さ (デュレーション) が変わる度合いを表わします。他の
設定値を変更すると、この欄の値も自動的に更新されます。手動で値を
指定してこの項目をオンにすることもできます。
表示をリセット (Reset)
ストレッチ比率を 100% (ストレッチなし) にリセットします。
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処理方法 (Method)
ピッチを保持 (Preserve pitch)
この項目をオンにすると、タイムストレッチを適用してもオーディオ素
材のピッチが保持されます。この項目をオフにすると、ストレッチの比
率に応じてピッチも変化します。
音質ポップアップメニュー
「標準の音質 (Standard quality)」または「処理速度優先 (Quick process)」
のどちらを使用するか選択します。

タイムストレッチの制限
タイムストレッチは複雑なデジタル信号処理 (DSP) 操作であり、音質がある程
度影響を受けてしまうのは避けられません。
•

音声の場合、ストレッチ比率を ±30% の範囲内に抑えると、よい結果が
得られます。

•

複合音楽の場合、±10% の範囲に制限するようにします。

•

ピアノの独奏といった繊細なサウンドの場合、±3% の範囲に制限する
ようにします。

ZTX タイムストレッチプラグイン
ZTX エンジンは高品質のタイムストレッチを行ないます。可能な限り最良の
クオリティーになりますが、その分、処理に時間がかかります。

ピッチシフト
ピッチシフトにより、サウンドの長さを変更したり保持したりしながら、
ピッチの検出と変更を行なえます。この機能は、ライブ録音したボーカルの
ピッチの外れた部分を修正したり、キックドラムのサンプルのピッチを特定
の曲に合わせてチューニングしたりする場合に役立ちます。

「ピッチシフト (Pitch Shifting)」ダイアログ
このダイアログでは、サウンドのピッチを変更できます。
•

「ピッチシフト (Pitch Shifting)」ダイアログを開くには、
「オーディオエ
ディター」で「処理 (Process)」タブを選択し、
「時間 & ピッチ (Time &
Pitch)」セクションで「ピッチシフト (Pitch Shifting)」をクリックしま
す。
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半音 (Semitones)
ピッチ変更の幅を半音単位で指定します。
セント (Cents)
ピッチ変更の幅をセント単位で指定します。
選択範囲のピッチを検出 (Find current pitch of audio selection)
クリックすると選択範囲に対してピッチ検出が実行され、その結果が下
に表示されます。
選択範囲のピッチと以下のキーとの差を検出してシフト値を自動設定
(According to the current pitch, compute the required shift to match the key
hereafter)
ここをクリックすると、選択範囲から検出されたピッチとこの欄の設定
値を比べて、
「シフト量 (Amount of shift)」が自動設定されます。
ピッチ欄
結果のピッチを指定します。
長さの保持 (Length preservation)
処理によって選択範囲の長さにどの程度影響を与えるかを指定します。
•

設定値が 100 の場合、選択範囲の長さ (デュレーション) は処理を
実行したあとも変わりません。

•

設定値を 0 にすると、アナログテープレコーダーでテープの再生
速度を変更した場合と同じような結果が得られます。たとえば、
ピッチを 1 オクターブ上げると選択範囲の長さは半分になります。

•

それ以外の場合は値に応じて上記 2 つの間にある結果が得られま
す。

ピッチの変更幅が大きい場合は、この欄の値が小さいほどピッチシフト
のクオリティーもよくなります。
音質ポップアップメニュー
「標準の音質 (Standard quality)」または「処理速度優先 (Quick process)」
のどちらを使用するか選択します。
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フォルマントを修正 (Correct formants)
この項目をオンにすると、ボーカル素材のピッチを変更した場合にボー
カルらしい自然なサウンドが得られます。この機能を利用すると処理時
間が増えるので、ボーカル以外の素材ではオフにしておいてください。

補足
この機能を使用すると信号レベルがかなり高くなる場合があります。

リサンプリング
録音データのサンプリングレートを変更できます。この機能は、オーディオ
システムで使用したいファイルがそのシステムでサポートされていないサン
プリングレートで録音されている場合に役立ちます。

補足
•

サンプリングレートを低い周波数から高い周波数に変換しても、音質は
向上しません。いったん失われた高い周波数は、変換で復元できませ
ん。

•

低い周波数にリサンプリングすると、高い周波数のデータは失われま
す。このため、サンプリングレートを低くしてからもう一度高くする
と、音質は低下します。

補足
「Resampler」プラグインを「高 (High)」品質モードで使用してサンプリング
レートを変更すると、「オーディオエディター」で「リサンプリング
(Resample)」オプションを使用した場合と同じクオリティーになります。た
だしこれは、
「サンプリングレート (Sample Rate)」ダイアログのサンプリン
グレートが、
「Resampler」の「サンプリングレート」ポップアップメニュー
の値に存在する場合のみです。カスタムサンプリングレートを選択した場合
は別のアルゴリズムが使用されるため、
「Resampler」で得られるクオリ
ティーよりも低くなります。

サンプリングレートの変換
補足
サンプリングレートの変換は、常にファイル全体に適用されます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、「処理 (Process)」タブを選択します。

2.

「時間 & ピッチ (Time & Pitch)」セクションで、「リサンプリング
(Resample)」をクリックします。
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3.

「サンプリングレート (Sample Rate)」ダイアログで、ポップアップメ
ニューからサンプリングレートを選択します。

4.

「OK」をクリックします。
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オーディオモンタージュは、マルチトラックに対応するノンディストラク
ティブ (非破壊) 編集環境です。オーディオクリップをアレンジ、編集、再生、
および録音できます。
ノンディストラクティブシステムでは、オーディオファイルの一部を削除ま
たは変更した場合でも、そのオーディオが削除されたり不可逆的に変更され
たりすることはありません。すべての編集処理を追跡するポインターにより、
変更は簡単に元に戻すことができます。
トラックベースとクリップベースのエフェクト、ボリュームとパンのオート
メーションだけでなく、さまざまなフェード機能やクロスフェード機能など
のノンディストラクティブ編集機能を使用できます。
オーディオモンタージュは、音楽 CD の作成、マスタリング、マルチメディア
作業、ラジオ用スポット CM の製作などに適した優れたツールです。

基本的な用語
オーディオモンタージュに含められるステレオまたはモノラルのオーディオ
トラック数は最大 3 つです。これらのトラックを使用して、グラフィックに
基づいた直感的な作業を行なえるようになります。
各オーディオトラックには、複数のクリップを配置できます。クリップは
オーディオを入れるコンテナで、ボリューム、パンカーブ、フェードなど、
多くの設定や機能が含まれています。
クリップには、ハードディスク上にあるソースファイル (オーディオファイ
ル) の参照情報やファイルの開始 / 終了位置といった情報が含まれます。これ
により、クリップはソースファイルの一部のみを再生できます。さらに、複
数のクリップが同じソースファイルを参照できます。

モンタージュウィンドウ
モンタージュウィンドウは、オーディオモンタージュを合成する場所です。
このウィンドウでオーディオモンタージュを表示、再生、および編集します。
モンタージュウィンドウには、トラックとクリップが図形化されて表示され
ます。
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トラックコントロール領域
トラックコントロール領域には、トラックに関する複数のオプションがあり
ます。

トラックのたたみ込みオン / オフ (Fold/Unfold Track)
トラックのたたみ込みのオン / オフを切り替えます。
クリップをミュート (Mute)
トラックをミュートします。
ソロ (Solo)
トラックをソロにします。
エフェクト
「エフェクト (Eﬀects)」ポップアップメニューが表示されます。トラック
に使用するエフェクトを選択できます。青色のアイコンは、トラックに
エフェクトがかかっていることを示します。
トラック番号ボタン
トラックに関するオプションを含むトラックメニューが表示されます。
トラック名
「トラック名 (Track name)」ダイアログが表示されます。トラック名を
入力できます。
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トラックポップアップメニュー
このポップアップメニューには、トラックに関するすべてのオプションが表
示されます。
•

「トラック」ポップアップメニューを開くには、トラックコントロール
領域のトラック番号ボタンをクリックします。

ステレオトラックを追加 (Add Stereo Track)
アクティブなトラックの下にステレオトラックを 1 つ追加します。
モノラルトラックを追加 (Add Mono Track)
アクティブなトラックの下にモノラルトラックを 1 つ追加します。
トラックを上へ移動 (Move Track Up)
トラックリスト内の選択したトラックを 1 つ上に移動します。
トラックを下へ移動 (Move Track Up)
トラックリスト内の選択したトラックを 1 つ下に移動します。
トラックを削除 (Remove Track)
アクティブなトラックを削除します。
クリップをミュート (Mute)
アクティブなトラックをミュートします。
ソロ (Solo)
アクティブなトラックをソロにします。
マスターセクションに送る (Route to Master Section)
アクティブなトラックのオーディオ信号を「マスターセクション」の入
力にルーティングします。

167

オーディオモンタージュ
オーディオモンタージュの各タブ

マスターセクションと上のトラックに送る (Route to Master Section and
Upper Track)
アクティブなトラックのオーディオ信号を、
「マスターセクション」の
入力および 「Ducker」クリッププラグインのモジュレーション入力に
ルーティングします。
上のトラックのみに送る (Route to Upper Track Only)
アクティブなトラックのオーディオ信号を 「Ducker」クリッププラグイ
ンのモジュレーション入力にルーティングします。
ロック (Lock)
この項目をオンにすると、トラックを編集できなくなります。
ズーム (Zoom)
アクティブなトラックをいっぱいの高さで表示します。
カラー (Color)
アクティブなトラックの色を選択するサブメニューが表示されます。
関連リンク
359 ページの「Ducker」

オーディオモンタージュの各タブ
「オーディオモンタージュ」ウィンドウの各タブでは、オーディオモンター
ジュの編集に必要なツールやオプションにアクセスできます。たとえば、ク
リップ内のエンベロープカーブやフェードを編集したり、ズーム設定を行
なったり、オーディオを分析したり、オーディオモンタージュをレンダリン
グしたりできます。

「表示 (View)」タブ

ナビゲート (Navigate)
戻る / 進む (Backwards/Forwards)
前 / 次のカーソル位置、表示倍率、または選択範囲に移動します。

168

オーディオモンタージュ
オーディオモンタージュの各タブ

ズーム (Zoom)
ズーム (Zoom)
拡大する時間範囲を定義できる「ズーム」ツールをアクティブにしま
す。
時間 (Time)
選択した時間範囲が表示されるよう表示倍率を調整できるポップアップ
メニューが表示されます。
「1 対 1 に拡大 (Zoom in 1:1)」は、スクリーン
の 1 ピクセルが 1 サンプルを表わすようにズームインします。
表示倍率を編集するには、
「表示倍率の編集 (Edit Zoom Factor)」をク
リックします。
「表示倍率の設定 (Zoom Factor)」ダイアログが表示され
ます。以下の設定を編集できます。
•

「時間範囲を設定 (Set Time Range)」では、表示する時間範囲を指
定できます。

•

「1 ピクセルあたりのサンプル数 (Samples per Screen Point)」では、
モニター画面の 1 ピクセルに対応するオーディオサンプルの数を
指定できます。

•

「1 サンプルあたりのピクセル数 (Screen Points per Sample)」では、
1 つのオーディオサンプルを表示するピクセルの数を指定できま
す。

選択範囲を拡大表示 (Zoom Selection)
現在の選択範囲がモンタージュウィンドウ全体に表示されるよう、ウィ
ンドウをズームします。
最大倍率で表示 (Microscope)
最大限にズームインします。
すべて表示 (View All)
最大限にズームアウトします。
クリップ全体を表示 (Display Whole Clip)
アクティブなクリップが表示されるようにビューが調整されます。
オーディオズームイン (10 倍) / オーディオズームアウト (10 倍) (Zoom in
Audio (10x) /Zoom out Audio (10x))
大きなステップでズームイン / ズームアウトします。
オーディオズームイン / オーディオズームアウト (Zoom in Audio/Zoom out
Audio)
小さなステップでズームイン / ズームアウトします。
垂直ズームイン / 垂直ズームアウト (Zoom in Vertically/Zoom out Vertically)
ズームイン / アウトして、レベルの低い / 高い波形を表示します。
レベル (Level)
選択した dB 値未満のサンプルのみが表示されるよう、表示倍率を調整
します。
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ズームを 0dB にリセット (Reset Zoom to 0 dB)
0dB までのオーディオレベルが表示されるよう表示倍率を調整します。

カーソル (Cursor)
ファイルの始めへ / ファイルの終わりへ (Move Cursor to Start of File/Move
Cursor to End of File)
カーソルをファイルの始め / 終わりへ移動します。
前のマーカーへ / 次のマーカーへ (Previous Marker/Next Marker)
カーソルを前 / 次のマーカーに移動します。
選択範囲の始め / 終わり (Start of Selection/End of Selection)
カーソルを時間選択範囲の始め / 終わりに移動します。
前のリージョンの側辺へ / 次のリージョンの側辺へ (Previous Region
Edge/Next Region Edge)
カーソルを前 / 次のリージョンの端に移動します。
カーソル位置を編集 (Edit Cursor Position)
「カーソル位置 (Cursor Position)」ダイアログが表示されます。カーソル
位置を編集できます。
前のクリップ側辺へ / 次のクリップ側辺へ (Previous Clip Edge/Next Clip
Edge)
カーソルを前 / 次のクリップの端に移動します。

スクロール (Scroll)
開始 / ファイルの終わりへ (Start/End)
オーディオの開始 / 終了位置を表示します。カーソルは移動しません。
選択範囲の始め / 終わり (Start of Selection/End of Selection)
オーディオ選択範囲の開始 / 終了位置を表示します。カーソルは移動し
ません。
カーソル (Cursor)
カーソル位置を表示します。

再生 (Playback)
固定表示 (Steady View)
スクロールを無効にします。
カーソルを継続移動 (View Follows Cursor)
再生カーソルが隠れてしまわないようにビューを自動的にスクロールし
ます。
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スクロール表示 (Scroll View)
再生カーソルがビューの中心に固定されるようにビュー画面がスクロー
ルします。

クリップ (Clip)
カラー (Color)
アクティブなクリップにカラーを適用できます。

トラック (Tracks)
隠れたトラックを表示 / 表示するトラックを少なくする (Display More
Tracks/Display Fewer Tracks)
モンタージュウィンドウに表示されるトラック数を変更できます。
前のトラックにフォーカス / 次のトラックにフォーカス (Focus on Previous
Track/Focus on Next Track)
前 / 次のトラックにフォーカスを設定します。

「編集 (Edit)」タブ

ソース (Source)
ソースを編集 (Edit Source)
クリップのソースファイルを「オーディオエディター」で開きます。
Cubase プロジェクトを編集 (Edit Cubase Project)
そのクリップに関連付けられた Cubase プロジェクトを開きます。

クリップボード (Clipboard)
切り取り (Cut)
アクティブなクリップを切り取ってクリップボードに移動します。
コピー (Copy)
アクティブなクリップをクリップボードにコピーします。
貼り付け (Paste)
クリップボードの内容を貼り付けます。
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分割 (Split)
静寂部分で分割 (Split at Silences)
一定レベルの音がまとまっている範囲を別々のリージョンとして分割し
ます。この項目を選択すると、リージョンの最小サイズ、静寂部分の最
小サイズ、静寂部分と判定する信号レベルを指定できます。

選択範囲の処理 (Removal)
選択範囲を削除 (Delete Selected Range)
選択トラック上にある選択範囲内のクリップの一部を削除し、クリップ
の右側の部分を左に移動してギャップを埋めます。

リップル (Ripple)
なし (None)
自動シフト機能を無効にします。
トラック (Track)
この項目をオンにすると、クリップを水平方向に移動したときに、編集
クリップの右側にある選択トラック上のすべてのクリップも移動しま
す。この項目は、クリップを移動したり、サイズを変更したり、複数の
クリップを同時に挿入または貼り付けたりする場合にも適用されます。
グローバル (Global)
この項目をオンにすると、クリップを水平方向に移動したときに、編集
クリップの右側にあるすべてのトラック上のすべてのクリップも移動し
ます。クリップを移動したり、サイズを変更したり、複数のクリップを
同時に挿入または貼り付けたりする場合に、このオプションが反映され
ます。

スナップ (Snapping)
吸着項目にスナップ (Snap to Magnets)
この項目がオンになっている場合、クリップ側辺、時間選択範囲の境
界、カーソル、マーカーなどの要素を移動すると、
「吸着項目
(Magnets)」ポップアップメニューでオンになっている吸着項目にぴっ
たりと位置がそろいます。
吸着項目 (Magnets)
ポップアップメニューから、スナップの対象となる項目を指定できま
す。

クリップ (Clip)
クリップをミュート (Mute)
アクティブクリップをミュートします。
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キューポイント (Cue Point)
このポップアップメニューでは、キューポイントの設定を行なえます。
•

「カーソル位置にセット (Set at Cursor)」は、クリップの開始位置
を基準として、固定された位置にキューポイントを設定します。

•

「デフォルトのギャップ位置に設定 (Set at Default Gap Position)」
は、キューポイントをクリップの開始位置の前、デフォルトのプ
リギャップ設定で指定された分だけ離れた位置に設定します。

•

「フェードイン終了位置に追従 (Follows Fade In End Point)」は、
キューポイントをフェードインの終了位置に設定します。

•

「フェードアウト開始位置に追従 (Follows Fade Out Start Point)」
は、キューポイントをフェードアウトの開始位置に設定します。

•

「カスタマイズ済み終了キューポイント (Custom Cue End)」をオン
にすると、クリップの終了位置を基準として、設定された位置に
終了キューポイントを設定できます。このオプションを使用する
と、クリップごとにギャップを個別に編集できます。
この項目をオフにすると、デフォルトの 2 秒のギャップが使用さ
れます。

•

「終了オフセット (End Oﬀset)」を選択すると、
「終了キューポイン
トのオフセット (End Cue Point Oﬀset)」ダイアログが表示され、
クリップの終了位置を基準として、指定した位置に終了キューポ
イントを設定できます。

「挿入 (Insert)」タブ

マーカー (Markers)
マーカー名 (Marker Name)
開始 / 終了マーカーの名前を入力できます。入力しない場合、標準設定
の名前が使用されます。
デフォルト名を編集するには、
「マーカー (Markers)」ウィンドウを開
き、
「機能 (Functions)」>「マーカーのデフォルト名 (Default Marker
Names)」を選択します。
終了マーカーは別名で設定 (Diﬀerent Name for End Marker)
この項目をオンにすると、終了マーカーに別の名前を入力できます。
この項目をオフにすると、開始マーカーの名前が終了マーカーにも使用
されます。
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マーカーの作成
編集カーソルの位置にマーカーやマーカーペアを作成できます。

読み込む (Import)
オーディオファイル (Audio Files)
1 つ以上のオーディオファイルを選択して、選択トラックの編集カーソ
ルの位置に挿入できます。

「フェード (Fade)」タブ

編集 (Edit)
フェードイン / フェードアウト (Fade In/Fade Out)
フェードインとフェードアウトの設定を切り替えることができます。

ズーム (Zoom)
フェード範囲にズーム (Zoom to Fade Range)
アクティブなクリップのフェードイン / フェードアウト範囲が表示され
るようにビューが調節されます。

カーブ形状 (Shape)
カーブ
プリセットフェードカーブを選択できます。
•

「直線 (1 次) (Linear)」は、レベルを直線 (1 次関数) 的に変化させま
す。

•

「正弦関数 1 (*) (Sinus (*))」は、レベルを正弦関数曲線 (サイン波)
状に変化させます。クロスフェードに使用すると、フェードの移
行部分でラウドネス (RMS) が一定に保たれます。

•

「平方根 (*) (Square-root (*))」は、レベルを平方根曲線 (スクエア
ルート) 状に変化させます。クロスフェードに使用すると、フェー
ドの移行部分でラウドネス (RMS) が一定に保たれます。

•

「正弦関数 2 (Sinusoid)」は、レベルを正弦関数曲線 (サイン波) 状
に変化させます。
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•

「対数関数 (Logarithmic)」は、レベルを対数関数曲線 (ロガリズム
カーブ) 状に変化させます。

•

「指数関数 1 (Exponential)」は、レベルを指数関数曲線 (エクスポ
ネンシャルカーブ) 状に変化させます。

•

「指数関数 2 (Exponential+)」は、レベルをよりはっきりとした指
数関数曲線 (エクスポネンシャルカーブ) 状に変化させます。

フェードタイム (Fade Time)
フェードタイム (Fade Time)
クリップのフェードイン / フェードアウトタイムを指定できます。
フェードタイムを適用 (Apply Fade Time)
特定のクリップのフェードイン / フェードアウトタイムを適用します。

オプション (Options)
重複部の設定
このポップアップメニューでは、自動クロスフェードの動作を設定でき
ます。
•

「自動フェード : オフ (No Automatic Crossfading)」をオンにする
と、クリップが重なったときに自動クロスフェードが実行されま
せん。

•

「重複部の設定なし (Free Overlaps)」をオンにすると、クリップが
同一トラック上の別のクリップに重なったときに自動クロス
フェードが作成されます。クロスフェードの長さは、重なる部分
の長さによって決まります。

新規クリップに標準フェードを作成 (Create Default Fades in New Clips)
この項目をオンにすると、すべての新規クリップのフェードインおよび
フェードアウトが、デフォルトのカーブ形状と長さで作成されます。ク
リップを分割して作成されたクリップには、デフォルトのフェードタイ
ムのみが使用されます。

「エンベロープ (Envelope)」タブ
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選択 (Selector)
エンベロープタイプ (Envelope Type)
エンベロープのタイプを設定します。選択したタイプによって、使用で
きるオプションが異なります。
Pan Law
パンモードを選択できます。この項目は、エンベロープタイプに「パン
(Pan)」を選択した場合のみ使用できます。

ズーム (Zoom)
エンベロープ範囲にズーム (Zoom to Envelope Range)
アクティブなクリップのアクティブなエンベロープが表示されるように
ビューが調節されます。

レベル (Level)
すべてをリセット (Reset All)
エンベロープを初期状態にリセットします。
0dB にリセット (Reset to 0 dB)
フェードイン / フェードアウトポイントの間にあるエンベロープリー
ジョン全体を、初期状態の単独リージョンに置換します。

「レンダリング (Render)」タブ

ソース (Source)

モンタージュ全体 (Whole Montage)
オーディオの範囲全体を処理します。
特定のリージョン (Speciﬁc Region)
特定のオーディオ範囲を処理して個別のファイルを生成します。
処理対象とするリージョンはポップアップメニューで指定します。
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実行後の値 (Result)
CD
オーディオモンタージュから CD を作成できます。
名称未設定のファイル (Unnamed File)
この項目をオンにすると、レンダリングされたファイルに名称未設定
(untitled) という名前が付けられます。
名前を設定 (Named File)
この項目をオンにすると、レンダリングされたファイルの名前を指定で
きます。

出力先 (Output)
名前 (Name)
レンダリングされたファイルの名前を入力できます。矢印アイコンをク
リックすると、いくつかの名前オプションから選択できるポップアップ
メニューが表示されます。
場所 (Location)
レンダリングしたファイルの出力先フォルダーを選択できます。
形式 (Format)
ファイル形式を選択できるポップアップメニューが表示されます。

オプション (Options)
選択中のソースにより、使用できるオプションが異なります。
マスターセクションをバイパス (Bypass Master Section)
この項目をオンにすると、レンダリング時に「マスターセクション」の
プラグインとゲインはバイパスされます。
バイパスされたマスターセクションプラグインを除外 (Exclude Master
Section Bypassed Plug-ins)
この項目をオンにすると、再生中に「マスターセクション」でバイパス
されたプラグインは、レンダリングに使用されません。
リバーブテールなし (No Reverb Tail)
この項目をオンにすると、リバーブなどのエフェクトによってオーディ
オファイルの終わりが後ろに延びても、レンダリングされたファイルで
は、その部分がカットされます。
一部のプラグインでは、残響時間に関する情報が WaveLab に転送され
ません。その場合、この項目をオンにしても効果がありません。そのよ
うなプラグインには、「Silence」プラグインを追加して、ファイルの終
わりにサンプルを追加できます。
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マーカーデータをコピー (Copy Markers)
この項目をオンにすると、対象範囲内にマーカーがある場合、レンダリ
ングされたファイルにもそのマーカーがコピーされます。
レンダリング後のオーディオファイルを開く (Open Resulting Audio File)
この項目をオンにすると、レンダリングされたファイルは新しいウィン
ドウで開きます。
処理済のオーディオファイルのマスターセクションをバイパスする (Bypass
Master Section on Resulting Audio File)
この項目をオンにすると、処理済のオーディオファイルの再生では、
「マスターセクション」全体がバイパスされます。この設定は、波形
ウィンドウまたはモンタージュウィンドウの右下にあるボタンをクリッ
クすることにより切り替えられます。

補足
この項目はオンにすることをおすすめします。こうしておくと、新しい
ファイルをモニタリングする際、すでにファイルに適用されたエフェク
トがバイパスされます。
SoundCloud にアップロード (Upload to SoundCloud)
この項目をオンにすると、レンダリングされたファイルが SoundCloud
にアップロードされます。

レンダリング (Render)
開始 (Start)
レンダリング処理を開始します。

オーディオモンタージュでの信号の流れ
オーディオ信号は、特定の決まりに従って WaveLab Elements のさまざまな
セクションを流れます。
1)

オーディオサンプルを読み込み

2)

クリップのエンベロープを操作

3)

クリップエフェクト

4)

クリップのパン

5)

クリップごとのゲインを調節 「CD」
(
ウィンドウ)

6)

クリップのトラックスロットへのミックス (重なり合うクリップなど)

7)

トラックエフェクト

8)

トラックレべルを設定

9)

各トラックのステレオバスへのミックス

10)

ステレオチャンネルにモンタージュ出力のプラグインを適用
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11)

ステレオバスの「マスターセクション」入力への送信

マスターセクションでの信号の流れ
1)

各プラグインスロットでチャンネル / サンプリングレートを変更可能

2)

「マスターセクション」メーター

3)

「マスターセクション」の「最終段エフェクト / ディザリング (Final
Effect/Dithering)」ペイン

4)

各メーター

5)

再生、またはファイル形式へのレンダリング

新しいオーディオモンタージュの作成
手順
1.

「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択します。

2.

「オーディオモンタージュ (Audio Montage)」>「カスタム (Custom)」を
選択します。

3.

オーディオ属性を指定して「作成 (Create)」をクリックします。

オーディオモンタージュ属性
オーディオモンタージュのサンプリングレートを設定できます。
新規オーディオモンタージュの作成時にサンプリングレートを設定できます。
•

選択したオーディオモンタージュのサンプリングレートを変更するに
は、
「ファイル (File)」タブを選択して「情報 (Info)」をクリックするか、
モンタージュウィンドウの右下にある「オーディオモンタージュ属性
(Audio Montage Properties)」ボタンをクリックします。

新しいオーディオモンタージュを作成するその他の方法
新しいオーディオモンタージュの作成には、いくつかの方法があります。
•

オーディオ CD トラックをオーディオモンタージュに読み込み
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•

WAV ファイルをオーディオモンタージュに変換

•

[Ctrl]/[Option] を押しながらタブバーのモンタージュタブをドラッグ

•

タブバーの何もない場所をダブルクリック

関連リンク
180 ページの「オーディオモンタージュの複製」

オーディオモンタージュの複製
空白 (同じプロパティーを使用) (Empty (With Same Properties))
元のオーディオモンタージュのチャンネル設定とサンプリングレートで
新しいオーディオモンタージュを作成します。クリップは含まれませ
ん。
完全に複製 (同じオーディオファイルを使用) (Exact Duplicate (Using the Same
Audio Files))
元のオーディオモンタージュの完全な複製を作成します。新しいモン
タージュ上のクリップは元のオーディオファイルを参照します。複製さ
れたオーディオモンタージュは元のオーディオモンタージュのチャンネ
ル設定とサンプリングレートを使用します。
この機能は、複数のバージョンのオーディオモンタージュを作成して、
さまざまなバリエーションを試す場合などに便利です。ただし、実際の
オーディオファイルに処理や編集を適用すると、その内容がすべての
オーディオモンタージュに反映されます。
また、[Ctrl]/[Command] を押しながらタブをタブバーにドラッグして
も、オーディオモンタージュの完全な複製を作成できます。
関連リンク
180 ページの「オーディオモンタージュの複製」

オーディオモンタージュの複製
手順
1.

複製するオーディオモンタージュを開きます。

2.

「オーディオモンタージュ」ウィンドウで、
「ファイル (File)」タブを選
択します。

3.

「新規 (New)」>「オーディオモンタージュ (Audio Montage)」>「現在
のファイルから作成 (From Current File)」を選択します。

4.

「現在のオーディオモンタージュから作成 (From Current Audio
Montage)」セクションから、以下のいずれかを選択します。
•

「空白 (同じプロパティーを使用) (Empty (With Same Properties))」
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•

5.

「完全に複製 (同じオーディオファイルを使用) (Exact Duplicate (Using the
Same Audio Files))」

「作成 (Create)」をクリックします。

結果
オーディオモンタージュの複製が別のタブに開きます。

オーディオファイルからのオーディオモンタージュの作成
オーディオファイルは、オーディファイルに設定したすべてのマーカーを含
めてオーディオモンタージュに書き出せます。

手順
1.
2.

「オーディオエディター」で、オーディオモンタージュに書き出すオー
ディオファイルを開きます。
オーディオファイルの特定の時間範囲を使用したい場合、必要に応じて
波形ウィンドウで選択範囲を設定します。

3.

「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選択します。

4.

「オーディオモンタージュ (Audio Montage)」>「現在のファイルから作
成 (From Current File)」を選択します。

5.

「現在のオーディオファイルから作成 (From Current Audio File)」セク
ションで、
「オーディオファイルを新規モンタージュに挿入 (Insert
Audio File in New Montage)」をクリックします。

6.

「作成 (Create)」をクリックします。

7.

「オーディオファイルからオーディオモンタージュを作成 (Create Audio
Montage from Audio File)」ダイアログで、ファイル全体を読み込むか、
オーディオの選択範囲を読み込むかを選択します。

8.

(オプション) 以下のいずれかのマーカー操作を実行するかどうかを決定
します。

9.

•

「マーカーを読み込む」

•

「標準リージョンマーカーの位置で分割」

「OK」をクリックします。

オーディオモンタージュの読み込みオプション
オーディオモンタージュには、オーディオファイルやオーディオ CD トラック
を読み込みできます。
以下の読み込みオプションは、
「オーディオモンタージュ」ウィンドウの「挿
入 (Insert)」タブの「読み込む (Import)」セクションから選択できます。
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•

オーディオファイルを読み込むには、
「オーディオファイル (Audio
Files)」をクリックして、選択トラックの編集カーソルの位置に読み込
みたいオーディオファイルを選択します。
読み込むオーディオファイルが 1 つの場合、「貼り付け (Paste)」ポップ
アップメニューが表示されます。このポップアップメニューでは、ク
リップの挿入方法や既存のクリップへの影響などを指定できます。
複数のオーディオファイルを読み込む場合、「オーディオファイルの挿
入 (Insert Audio Files)」ダイアログが表示されます。このダイアログで
は、ファイルの挿入先を指定できます。

以下の読み込みオプションを使用するには、
「ファイル (File)」>「読み込む
(Import)」を選択します。
•

オーディオファイルを読み込むには、
「オーディオファイルをモンター
ジュに読み込み (Audio File to Montage)」をクリックし、読み込むオー
ディオファイルを選択して「読み込む (Import)」をクリックします。

•

形式の不明なオーディオファイルを開くには、
「不明なオーディオ
(Unknown Audio)」をクリックします。「ファイル属性の設定 (Special
File Format)」ダイアログで、開きたいオーディオファイルの形式を処
理する方法を指定できます。

•

オーディオ CD から CD トラックを読み込むには、「オーディオ CD
(Audio CD)」をクリックします。
「オーディオ CD の読み込み (Import
Audio CD)」ダイアログで、抽出するオーディオ CD トラックを指定しま
す。

関連リンク
188 ページの「オーディオファイル挿入時のサンプリングレートの不一
致」

「オーディオモンタージュ用の所在不明ファイル (Missing
Files in the Audio Montage)」ダイアログ
オーディオモンタージュを開いたときに、オーディオモンタージュが参照す
るファイルが所在不明の場合、このダイアログが表示されます。このダイア
ログで、それらのファイルを検索するか、代替ファイルを選択できます。

182

オーディオモンタージュ
「オーディオモンタージュ用の所在不明ファイル (Missing Files in the Audio Montage)」ダイアログ

所在不明の元のファイル
所在不明ファイルのリストが表示されます。いずれのファイルも、既存
のファイルで置き換えできます。複数のファイルの代替ファイルを指定
するには、ファイルを選択し、
「検索する場所 (Where to Search)」
フィールドに新しいパスを入力します。
有効な代替ファイルを関連付けできたファイルには、緑色のチェック
マークがつきます。赤いチェックマークがついたファイルには、有効な
代替ファイルを関連付けできていません。ただし、代替ファイルの候補
がダイアログの下部に表示されます。
同じ名前のファイルを捜す (Find Files with the Same Name)
WaveLab Elements で、「検索する場所 (Where to Search)」フィールド
に指定したフォルダー内で、所在不明のファイルと同じ名前のファイル
がすべて検索されます。
代替ファイルの場所を指定 (Replace Selected Files With)
所在不明のファイルを特定の代替ファイルで置き換えます。
表示をリセット (Reset)
選択した所在不明ファイルに割り当てることができる、すべての代替
ファイルを下のリストから削除します。
検索する場所 (Where to Search)
ファイルの検索場所を指定します。「同じ名前のファイルを捜す (Find
Files with the Same Name)」をクリックして、検索を開始します。
代替ファイルのリスト
代替ファイルとして使用できるファイルのリストが表示されます。ファ
イルエクスプローラー /Mac Finder からリストにファイルをドラッグす
ることもできます。
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オーディオモンタージュの合成
トラックとクリップを追加して、オーディオモンタージュを合成します。
オーディオモンタージュで一度に選択できるのは 1 つのトラックだけです。
選択されたトラックは、トラックコントロール領域の色が変わります。選択
されたトラックには、WaveLab Elements の一部の機能が常に適用されます。

トラック
トラックとは、クリップの編集に使用される構造です。トラックには、モノ
ラルオーディオトラックまたはステレオオーディオトラックがあります。
•

オーディオトラックを使用すると、オーディオモンタージュにクリップ
を追加できます。

トラックの追加
ステレオトラックおよびモノラルトラックを追加できます。

手順
1.

「オーディオモンタージュ」ウィンドウで、トラック番号のボタンをク
リックして「トラック (Track)」ポップアップメニューを開きます。

2.

オーディオモンタージュに追加するトラックタイプを選択します。

結果
新しいトラックが選択トラックの下に追加されます。新しいトラックを選択
トラックの上に配置するには、[Ctrl]/[Command] を押しながら新しいトラッ
クを追加します。
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トラックビューでのトラックの移動
モンタージュウィンドウのトラックは、順序を変更できます。

手順
1.

「オーディオモンタージュ」ウィンドウで、トラック番号のボタンをク
リックします。

2.

ポップアップメニューで、
「トラックを上へ移動 (Move Track Up)」また
は「トラックを下へ移動 (Move Track Down)」を選択します。

トラックの削除
クリップを含むトラックを削除すると、クリップも削除されます。ただし、
クリップが参照しているオーディオファイルは影響されません。

手順
1.
2.

「オーディオモンタージュ」ウィンドウで、削除するトラックの番号ボ
タンをクリックします。
ポップアップメニューで、
「トラックを削除 (Remove Track)」を選択し
ます。

トラックの折りたたみ / 折りたたみ解除
表示する必要がないトラックを折りたたむと、画面を広く使用できます。
•

トラックを折りたたむには、トラックコントロール領域の左上にある矢
印ボタンをクリックします。

•

トラックの折りたたみを解除するには、矢印ボタンを再度クリックする
か、折りたたまれたクリップ内の任意の場所をダブルクリックします。

トラックのロック / ロック解除
誤って移動、編集、または削除されないように、トラックをロックできます。
•

トラックをロックするには、トラックの番号ボタンをクリックして、
「ロック (Lock)」をオンにします。
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•

トラックのロックを解除するには、ロックされたトラックをクリックす
るか、トラックの番号ボタンをクリックして、
「ロック (Lock)」をオフ
にします。

クリップ
クリップには、ハードディスクにあるソースオーディオファイルへの参照情
報だけでなく、ファイルの開始 / 終了位置、ボリューム、パンカーブ、
フェードなどの情報が含まれます。これによりクリップはソースオーディオ
ファイルの一部のみを再生できます。
さらに、複数のクリップが同じソースファイルを参照できます。クリップに
は、元のソースファイルの参照情報だけが含まれ、オーディオデータは含ま
れていません。さらに、複数のクリップが同じソースファイルを参照できま
す。
クリップにはエンベロープやエフェクトを使用することもできます。
アクティブなオーディオモンタージュのクリップは、
「CD」ウィンドウで確
認できます。

トラック上の 3 つのクリップ

オーディオモンタージュへのオーディオクリップの追加
クリップを作成するには、オーディオをオーディオモンタージュに挿入しま
す。これを行なうには複数の方法があります。

補足
ステレオトラックにモノラルクリップ、あるいはモノラルトラックにステレ
オクリップを追加することはできません。

波形ウィンドウからオーディオをドラッグ
手順
1.
2.

「オーディオエディター」の波形ウィンドウで、クリップに参照させた
いオーディオ範囲を選択します。
選択したオーディオ範囲をオーディオモンタージュのトラックにドラッ
グします。
オーディオファイル全体を追加するには、タブをトラックにドラッグします。
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結果
元のファイルと同じ名前のクリップが作成されます。

挿入メニューを使用して、開いている波形ウィンドウからオーディオを挿入
手順
1.

モンタージュウィンドウで、トラックの空白部分を右クリックします。

2.

ポップアップメニューから、クリップとして挿入したいオーディオファ
イルを選択します。

コピーと貼り付けを使用したオーディオの挿入
手順
1.

「オーディオエディター」の波形ウィンドウで、クリップに参照させた
いオーディオ範囲を選択します。

2.

「編集 (Edit)」タブを選択して「コピー (Copy)」をクリックするか、
[Ctrl]/[Command]+[C] を押します。

3.

モンタージュウィンドウで、クリップを挿入したいトラックを選択しま
す。
編集カーソルの位置にクリップが挿入されます。

4.

「編集 (Edit)」タブを選択して「貼り付け (Paste)」をクリックするか、
[Ctrl]/[Command]+[V] を押します。

5.

ポップアップメニューから挿入オプションを選択します。

ファイルブラウザーツールウィンドウからオーディオファイルをドラッグ
補足
以下の操作は、ファイルエクスプローラー /Mac Finder からも実行できます。

手順
1.

「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「ファイルブラウザー (File
Browser)」を選択します。

2.

「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウで、クリップに参照さ
せたいオーディオファイルを選択してトラックにドラッグします。
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ファイルブラウザーツールウィンドウからリージョンをドラッグ
オーディオファイルにマーカーリージョンを定義した場合、定義したリー
ジョンを「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウからトラックにド
ラッグできます。

手順
1.

「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「ファイルブラウザー (File
Browser)」を選択します。

2.

「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウで、クリップに参照さ
せたいオーディオファイルを選択します。
「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウの右側に、選択したファイル
の有効なオーディオリージョンが表示されます。

3.

トラックにリージョンをドラッグします。

関連リンク
29 ページの「
「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウ」

オーディオファイルの読み込み
手順
1.

モンタージュウィンドウで、クリップを挿入したいトラックを選択しま
す。
編集カーソルの位置にクリップが挿入されます。

2.

トラックの空白の部分を右クリックして、ポップアップメニューから
「オーディオファイルの挿入 (Insert Audio Files)」を選択します。

他のオーディオモンタージュからクリップをコピー
複数のオーディオモンタージュを開いている場合、ドラッグアンドドロップ
またはコピー / 貼り付けを使用して、オーディオモンタージュ間でクリップ
をコピーできます。

オーディオファイル挿入時のサンプリングレートの不一致
WaveLab Elements では、オーディオモンタージュにサンプリングレートが異
なるオーディオファイルを挿入する場合、リサンプリングされたファイルを
作成して使用できます。
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リサンプリングされたファイルは Data サブフォルダーに作成されます。ファ
イル名には、元のファイルと同じ名前に、接尾辞に新しいサンプリングレー
トが付けられます。リサンプリングされたファイルが既に存在する場合、再
作成はされません。ただし、「不一致のサンプリングレート (Mismatched
Sample Rates)」ダイアログで「リサンプリングされたファイルを再作成
(Recreate Resampled Files)」をオンにすることもできます。
作成されるファイルは 32 ビット浮動小数点精度のファイルで、ディザリング
処理はされません。

「不一致のサンプリングレート (Mismatched Sample Rates)」ダイアログ
オーディオモンタージュに異なるサンプリングレートのオーディオファイル
を挿入すると、このダイアログが開きます。このダイアログでは、リサンプ
リングされたオーディオファイルのコピーを作成できます。

リサンプリングされたファイルを再作成 (Recreate Resampled Files)
この項目をオンにすると、リサンプリングされたファイルが存在した場
合にファイルが再作成されます。オフにした場合、既存のバージョンが
使用されます。元のオーディオファイルが変更されていて、リサンプリ
ングされたバージョンを再作成したい場合はこの項目をオンにします。

クリップの並べ替え
モンタージュウィンドウでは、クリップを自由に並べ替えできます。

選択クリップとアクティブクリップ
選択クリップとアクティブクリップには違いがあります。編集機能には、
個々のクリップ 「アクティブクリップ」
(
) のみに対して実行できるものと、複
数のクリップ 「選択クリップ」
(
) に対して実行できるものがあります。
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•

選択クリップとは、何らかのクリップの選択方法によって選択されたク
リップです。同時に複数のクリップを選択できます。これにより、コ
ピー、削除、移動などの機能を使用して、複数のクリップを同時に編集
できます。選択クリップは、異なる背景色で示されます。クリップ上で
右クリックすると、
「クリップの選択範囲 (Clip Selection Region)」メ
ニューが表示されます。

•

アクティブクリップとは、最後に選択、クリック、または編集したク
リップです。一度にアクティブになるのは、1 つのクリップだけです。
初期設定では、アクティブクリップの名前ラベルがハイライト表示され
ます。一部の機能は、アクティブクリップに対してのみ実行できます。
クリップ上で右クリックすると、
「アクティブクリップ (Active Clip)」メ
ニューが表示されます。

情報ライン
「オーディオモンタージュ」ウィンドウの下部にある情報ラインには、マウス
ポインターの位置に応じて、(修飾キーと一緒または単独で) マウスボタンを
クリックした場合の動作結果が表示されます。

情報ラインでは、以下のアイコンが使用されます。
シングルクリック
クリックした場合の動作結果を示します。
ダブルクリック
ダブルクリックした場合の動作結果を示します。
右クリック
右クリックするとメニューが表示されることを示します。メニュー名が
アイコンの右側に表示されます。
[Ctrl]/[Command] + クリック
[Ctrl]/[Command] キーを押しながらクリックすると追加の機能を使用で
きることを示します。
[Alt]/[Option] + クリック
[Alt]/[Option] キーを押しながらクリックすると追加の機能を使用できる
ことを示します。
[Shift] + クリック
[Shift] キーを押しながらクリックすると追加の機能を使用できることを
示します。
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上下にドラッグ
クリックして上下にドラッグした場合の動作結果を示します。
左右にドラッグ
クリックして左右にドラッグした場合の動作結果を示します。
任意の方向へドラッグ
項目をクリックしてオーディオモンタージュ内で任意の方向にドラッグ
した場合の動作結果を示します。
オーディオモンタージュの外へドラッグ
項目をクリックしてオーディオモンタージュの外にドラッグした場合の
動作結果を示します。
クリップの移動 / サイズ変更、またはエンベロープ値の変更
クリップの移動やサイズ変更、エンベロープ値の変更などの操作中に表
示されます。
修飾キーの組み合わせ
修飾キーの組み合わせを使用できることを示します。

オーディオモンタージュのスナップの対象
マーカーやクリップの開始 / 終了などの位置は、スナップの対象 (吸着項目)
に指定できます。スナップの対象付近に要素をドラッグすると、要素がスナッ
プの対象にぴったりとスナップします。これにより、正確な位置に項目を簡
単に配置できます。
たとえば、クリップを移動したり、クリップのサイズを変更したりするとき
に、クリップの側辺またはキューポイントがスナップの対象 (吸着項目) に近
づくと、クリップはその位置にスナップします。スナップ位置を示すラベル
が表示されます。

カーソルをスナップの対象位置に配置するには、タイムラインをクリックし
てマウスボタンを押したままにします。この状態でカーソルを垂直に動かす
と、次のスナップの対象にカーソルがジャンプします。
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吸着項目へのスナップの有効化
スナップ機能を使用するには、
「吸着項目にスナップ (Snap to Magnets)」を
オンにする必要があります。

手順
1.

「オーディオモンタージュ」ウィンドウで、
「編集 (Edit)」タブを選択し
ます。

2.

「スナップ (Snapping)」セクションで、
「吸着項目にスナップ (Snap to
Magnets)」をオンにします。

クリップの選択
複数の選択クリップを同時に編集できます。
•

クリップを選択するには、クリップをクリックします。選択したクリッ
プは異なる色で表示されます。

•

複数のクリップを選択するには、[Ctrl]/[Command] を押しながらクリッ
プの下側をクリックします。

•

クリップの一部の範囲を選択するには、[Shift] を押しながらその範囲を
クリックします。

クリップのコンテキストメニュー
クリップのコンテキストメニューから、多くの編集機能を使用できます。ク
リップのどこで右クリックするかに応じて、使用できるコンテキストメ
ニューが変わります。

1)

「フェードインセクション」
「フェードイン (Fade In)」ポップアップメニューが表示されます。
フェードインを編集できます。

2)

「クリップの任意の場所」
「アクティブクリップ (Active Clip)」ポップアップメニューが表示されま
す。アクティブクリップを編集できます。

3)

「サステインセクション」
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「エンベロープ (Envelope)」ポップアップメニューが表示されます。エ
ンベロープを編集できます。
4)

「フェードアウトセクション」
「フェードアウト (Fade Out)」ポップアップメニューが表示されます。
フェードアウトを編集できます。

クリップの編集
すべてのクリップが「CD」ウィンドウに表示されます。このウィンドウで
は、クリップの編集と再配置、およびオーディオモンタージュへのドラッグ
ができます。
アクティブなクリップは、クリップリスト内でハイライト表示されます。
関連リンク
219 ページの「「CD」ウィンドウ」

オーディオモンタージュでのドラッグによるクリップの並べ替え
「CD」ウィンドウで、クリップをリストの別の位置にドラッグすると、ク
リップの順番を変更できます。

手順
1.
2.

「CD」ウィンドウを開きます。
クリップリストで、リストの別の位置にクリップをドラッグします。
複数のクリップを選択してドラッグすると、複数のクリップを同時に移動でき
ます。複数のクリップを選択した場合、そのうちの一番左のクリップと、一番
右のクリップの間にあるすべてのクリップが移動します。

関連リンク
219 ページの「「CD」ウィンドウ」

クリップの移動とクロスフェード
クリップを他のクリップに重ねたり、移動したり、クリップ間にクロス
フェードを作成したりできます。
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クリップの移動
補足
クリップのチャンネル構成が移動先のトラックと一致している必要がありま
す。

手順
1.

モンタージュウィンドウで、移動したいクリップを選択します。

2.

クリップ領域をクリックして、クリップを任意の方向にドラッグしま
す。
ドラッグ中、クリップの現在の開始位置が情報ラインに表示されます。

重なり合うクリップ
クリップを相互に重なり合うように移動できます。
以下の点に注意してください。
•

オーディオモンタージュのトラックは、ポリフォニックです。つまり、
各トラックで複数の重なり合うクリップを同時に再生できます。重なり
合うクリップは半透明で表示されるため、下にあるクリップとその波形
を確認できます。

•

クロスフェードのオプションには、クリップを重ねたときにレベルエン
ベロープカーブを自動的に調節するものがあります。

クリップの移動とクロスフェードのオプション
クリップを移動したりクリップにクロスフェードを適用したりするときに役
立ついくつかのオプションがあります。

リップル
「オーディオモンタージュ」ウィンドウの「編集 (Edit)」タブで、リップルの
オプションを使用できます。
トラック (Track)
この項目をオンにすると、クリップを水平方向に移動したときに、編集
クリップの右側にある選択トラック上のすべてのクリップも移動しま
す。この項目は、クリップを移動したり、サイズを変更したり、複数の
クリップを同時に挿入または貼り付けたりする場合にも適用されます。
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グローバル (Global)
この項目をオンにすると、クリップを水平方向に移動したときに、編集
クリップの右側にあるすべてのトラック上のすべてのクリップも移動し
ます。クリップを移動したり、サイズを変更したり、複数のクリップを
同時に挿入または貼り付けたりする場合に、このオプションが反映され
ます。

クロスフェード
「オーディオモンタージュ」ウィンドウの「フェード (Fade)」タブの「オプ
ション (Options)」セクションで、以下のクロスフェードオプションを使用で
きます。
重複部の設定
このポップアップメニューでは、自動クロスフェードの動作を設定でき
ます。
•

「自動フェード : オフ (No Automatic Crossfading)」をオンにする
と、クリップが重なったときに自動クロスフェードが実行されま
せん。

•

「重複部の設定なし (Free Overlaps)」をオンにすると、クリップが
同一トラック上の別のクリップに重なったときに自動クロス
フェードが作成されます。クロスフェードの長さは、重なる部分
の長さによって決まります。

オプション (Options)
•

「新規クリップに標準フェードを作成 (Create Default Fades in New
Clips)」をオンにすると、すべての新規クリップのフェードインお
よびフェードアウトが、デフォルトのカーブ形状と長さで作成さ
れます。クリップを分割して作成されたクリップには、デフォル
トのフェードタイムのみが使用されます。

クリップの複製
補足
クリップのチャンネル構成が複製先のトラックと一致している必要がありま
す。

手順
1.

モンタージュウィンドウで、1 つ以上のクリップを選択します。

2.

クリップの上側をクリックして、クリップを任意の方向にドラッグしま
す。
ドラッグ中に表示される点線は、コピーされたうちの最初のクリップが配置さ
れる位置を示します。配置位置は、情報ラインにも示されます。
リップルの設定が反映されます。
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リップルを使用した複製
複数のクリップを複製する場合、リップルの設定が結果に影響します。
「編集 (Edit)」タブの「リップル (Ripple)」セクションで、以下のオプションを
使用できます。
•

「トラック (Track)」をオンにすると、クリップを水平方向に移動したと
きに、編集クリップの右側にある選択トラック上のすべてのクリップも
移動します。

•

「グループ (Group)」をオンにすると、クリップを水平方向に移動したと
きに、編集クリップの右側にあるすべてのトラック上のすべてのクリッ
プも移動します。

クリップサイズの変更
ここでいうサイズ変更とは、クリップの開始位置または終了位置を移動する
ことを意味します。これにより、元のオーディオファイルの表示範囲が広く
なったり狭くなったりします。
クリップのサイズを変更するには、クリップの左右の側辺をクリックして、
開始 / 終了位置を左右に移動します。クリップの側辺は、クリップが参照し
ているオーディオファイルの開始 / 終了位置までしかドラッグできません。
[Alt]/[Option] を押しながらサイズを変更すると、選択したすべてのクリップ
が同じ値だけ変更されます。

関連リンク
194 ページの「クリップの移動とクロスフェードのオプション」
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クリップの分割
前提
左右のクリップに自動的にクロスフェードを作成するかどうかを決めます。
このオプションのオン / オフを切り替えるには、
「フェード (Fade)」タブを選
択し、
「オプション (Option)」セクションで「オプション (Option)」をクリッ
クして、「新規クリップに標準フェードを作成 (Create Default Fades in New
Clips)」のオン / オフを切り替えます。

手順
1.

モンタージュウィンドウで、クリップを分割したい場所をクリックしま
す。

2.

クリップの上側で、編集カーソルの位置にマウスポインターを置きま
す。
カーソルがはさみの形になります。

3.

ダブルクリックします。

結果
クリップが 2 つに分割されます。2 つのクリップは同じ名前と設定になりま
す。分割されたクリップが 1 つのクリップと同様に再生されるよう、エンベ
ロープとフェードが変換されます。
すべてのトラック上のクリップを分割するには、
「編集 (Edit)」タブを選択し、
「分割 (Split)」セクションで「クリップを分割 (Split Clip)」を右クリックして、
「すべてのトラック上のクリップを分割 (Split Clips on All Tracks)」を選択しま
す。
関連リンク
197 ページの「「静寂部分でクリップを分割 (Split Clip at Silences)」ダイ
アログ」

「静寂部分でクリップを分割 (Split Clip at Silences)」ダイアログ
クリップの静寂部分を削除して、削除した位置に新しいクリップを作成でき
ます。
•

「静寂部分でクリップを分割 (Split Clip at Silences)」ダイアログを開くに
は、
「オーディオモンタージュ」ウィンドウで「編集 (Edit)」タブを選択
し、
「分割 (Split)」セクションの「静寂部分で分割 (Split at Silences)」を
クリックします。

クリップの最小の長さ (Minimum Clip Length)
分割によって作成されるリージョンの最小サイズ (デュレーション) を設
定します。このサイズよりも短い「非静寂部分」は分割されません。
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リージョン間の静寂部分の最小サイズ (Minimum Silence between Regions)
静寂 / 無音部分の最小サイズ (デュレーション) を設定します。このサイ
ズよりも短い「静寂 / 無音部分」があっても、分割によってリージョン
が作成されることはありません。
静寂部分の検出基準レベル (RMS) (Silence Is Deﬁned as a Signal Below (RMS))
静寂 / 無音部分の判定基準となるスレッショルドレベルを設定します。
この設定値に満たないレベルが「静寂」と見なされます。
レベルを自動検出 (2 段解析のため所要時間増大) (Automatic Level Detection
(Two-Stage Analysis, Slower))
この項目をオンにすると、WaveLab Elements はファイルを分析し、静
寂 / 無音部分と判断した箇所で自動的に分割します。ファイルは 2 回
チェックされます。
クリップを固定のギャップの長さ離して分割する (Separate Resulting Clips by
a Fixed Gap)
この項目をオンにすると、クリップがデフォルトのギャップの分だけ離
して分割されます。この項目をオフにした場合、クリップ間のギャップ
は、削除された静寂 / 無音部分の長さによって決まります。

クリップの削除
•

クリップを右クリックして「削除 (Delete)」を選択します。

•

クリップを選択して [Del] を押します。

クリップとキューポイント
キューポイントとは、クリップに定義された位置マーカーのことです。ク
リップの内側と外側のどちらにでも配置できます。キューポイントは縦の点
線で示されます。

クリップを移動する場合、キューポイントはすべての種類の側辺、マーカー、
または位置にスナップします。キューポイントにはいくつかの用途がありま
す。
•

キューポイントをオーディオの適切な位置に設定して、クリップの位置
を他のクリップなどに揃えます。

•

キューポイントをクリップの開始位置の前に設定し、あらかじめ設定し
た空白を空けてクリップを並べます。
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•

キューポイントをクリップのフェードイン / フェードアウトポイントに
設定し、クロスフェード時に定義済みのフェードの長さを保持します。

補足
各クリップに 1 つのキューポイントのみ設定できます。別のキューポイント
挿入オプションを選択すると、キューポイントが新しい位置に移動します。

キューポイントの追加
キューポイントは、各クリップに 1 つ追加できます。

手順
1.

オーディオモンタージュで、キューポイントを設定したいクリップの位
置をクリックします。

2.

「編集 (Edit)」タブを選択します。

3.

「クリップ (Clip)」セクションで、
「キューポイント (Cue Point)」ポップ
アップメニューを開きます。

4.

5.

以下のいずれかのオプションを選択します。
•

「カーソル位置にセット (Set at cursor)」

•

「デフォルトのギャップ位置に設定 (Set at Default Gap Position)」

•

「フェードイン終了位置に追従 (Follows Fade In End Point)」

•

「フェードアウト開始位置に追従 (Follows Fade Out Start Point)」

必要に応じて、「カスタマイズ済み終了キューポイント (Custom Cue
End)」を選択して終了キューポイントを独自に指定します。

トラック動作インジケーター
トラック動作インジケーターはオーディオトラックのボリュームレベルを示
します。「オーディオモンタージュ」ウィンドウのトラックコントロール領域
の右側に配置されています。

トラック動作インジケーターは、どのトラックがどの位のレベルで再生され
ているかの概要を示します。
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クリップエンベロープ
オーディオモンタージュのクリップには、レベルとフェード、およびパンニ
ングのエンベロープを作成できます。
個別のレベルエンベロープカーブを作成して、レベルのオートメーション、
フェードやクロスフェードの作成、およびクリップセクションのミュートを
行なえます。
また、パンエンベロープを描いて、クリップのパン設定をオートメーション
できます。モノラルクリップでは、パンはステレオ領域での左右の位置をコ
ントロールします。ステレオクリップでは、パンの左右バランスを設定しま
す。
「エンベロープ (Envelope)」タブを開くか、エンベロープカーブを右クリック
して、エンベロープの設定を編集します。設定メニューは、フェードイン、
フェードアウト、またはサステインのどの部分をクリックしたかによって変
わります。

エンベロープの表示方法
初期設定では、すべてのクリップにレベルエンベロープカーブが表示されま
す。エンベロープはフェードイン部分、サステイン部分、およびフェードア
ウト部分の 3 つの個別のエンベロープで構成されます。
カーブの左右にあるポイントは、フェードイン / フェードアウトの接合ポイ
ントで、フェード部分とサステイン部分が切り換わる点を表わします。

エンベロープカーブは、エンベロープポイント、フェードイン、または
フェードアウトが定義済みかどうかを示します。カーブに加え、レベルエン
ベロープの変更も波形に反映されます。
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エンベロープの選択
ボリューム / フェードエンベロープとパンエンベロープを選択できます。

手順
1.

モンタージュウィンドウでクリップを選択します。

2.

「エンベロープ (Envelope)」タブを選択します。

3.

「選択 (Selector)」セクションで、「エンベロープタイプ (Envelope
Type)」ポップアップメニューを開いて編集するエンベロープを選択し
ます。

エンベロープカーブを隠す
デフォルトでは、すべてのクリップにエンベロープが表示されます。これら
のエンベロープは非表示にできます。ただし、非表示にしても、エンベロー
プは有効なままです。

手順
1.

モンタージュウィンドウでクリップを選択します。

2.

「エンベロープ (Envelope)」タブを選択します。

3.

「選択 (Selector)」セクションで、「エンベロープタイプ (Envelope
Type)」ポップアップメニューを開いて「すべてを隠す (Hide All)」を選
択します。

クリップエンベロープの編集
カーブポイントを使用すると、クリップにボリュームカーブ、パンカーブ、
およびフェードカーブを作成できます。カーブポイントを追加または移動し
て、エンベロープカーブを編集できます。

カーブポイントの編集
カーブポイントの編集には、オペレーティングシステムで一般的に使用する
編集操作の多くを適用できます。それらに加えて、いくつかの特定の手順が
適用されます。
•

カーブポイントを追加するには、エンベロープカーブをダブルクリック
します。

•

カーブポイントを削除するには、カーブポイントをダブルクリックしま
す。サステイン部分とフェード部分の接点になっているカーブポイント
は削除できません。
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•

複数のカーブポイントを削除するには、削除するカーブポイントをすべ
て選択し、そのうちの 1 つを右クリックして、
「選択した E ポイントを削
除 (Delete Selected Points)」を選択します。

•

ある範囲内のカーブポイントを選択するには、[Alt]/[Option] を押しなが
ら、クリックして選択範囲を囲むようにドラッグします。

•

選択したポイントすべてを移動するには、選択したポイントのうちの 1
つをクリックしてドラッグします。

•

連続した 2 つのポイントのレベルを変更するには、[Ctrl]/[Command] を
押しながら 2 つのポイントの間のセグメントを上下にドラッグします。

•

連続した 2 つのポイントの時間位置を変更するには、[Shift] を押しなが
ら 2 つのポイントの間のセグメントを左右にドラッグします。

•

エンベロープカーブ全体のレベルを変更するには、カーブポイントが選
択されていないことを確認して、エンベロープカーブをクリックし、上
下にドラッグします。選択したポイントの間のセグメントはドラッグし
ないでください。

•

すべての選択クリップのエンベロープを調節するには、[Alt]/[Option] を
押しながら、いずれかのエンベロープカーブを上下にドラッグします。
これにより、複数のクリップのレベルまたはパンを一度に調節しなが
ら、同時にステレオエンベロープの左右も調節できます。

•

フェードイン / フェードアウトポイントを垂直に移動するには、
[Ctrl]/[Command] を押しながらフェードポイントをクリックしてドラッ
グします。

•

複数のエンベロープのレベルまたはフェードイン / フェードアウト時間
を同時に変更するには、編集するクリップを選択して、[Alt]/[Option] を
押しながら、マウスでエンベロープを編集します。

カーブポイントのリセット
選択されたカーブポイントをデフォルト値の 0dB にリセットできます。
•

1 つのカーブポイントを 0dB にリセットするには、そのポイントを右ク
リックして「選択した E ポイントをリセット (Reset Selected Points)」を
選択します。

•

エンベロープカーブ全体をデフォルト値にリセットするには、エンベ
ロープカーブを右クリックして、
「レベルを 0 dB にリセット (Reset level
to 0 dB)」を選択します。
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クリップのレベルエンベロープ全体の変更
デフォルトのエンベロープカーブにはレベルエンベロープポイントが含まれ
ていませんが、このエンベロープカーブを使用してクリップ全体のレベルを
変更できます。

手順
1.

モンタージュウィンドウで、エンベロープカーブの上にマウスポイン
ターを置きます。
マウスポインターが丸の上下に矢印がついた形で表示されます。

2.

エンベロープカーブをクリックして上下にドラッグし、クリップのエン
ベロープレベルを変更します。

パンモード
オーディオ信号を左右に激しくパンすると、チャンネルの合計出力は、同じ
信号を中央にパンした場合に比べて、およそ 3 dB 低下します。パンモードを
使用すると、これを補正できます。
さまざまなモードを試して、最適なものを探します。パンモードは、トラッ
ク、クリップ、およびモンタージュ出力に設定できます。
•

クリップにパンモードを設定するには、
「エンベロープ (Envelope)」タ
ブの「Pan Law」ポップアップメニューを使用するか、
「エフェクト
(Effects)」ウィンドウの「Pan Law」ポップアップメニューおよびノブ
を使用します。(ただし、「エンベロープ (Envelope)」タブ内の「選択
(Selector)」セクションにて、エンベロープタイプを「パン」に設定して
おく必要があります。)

•

トラックとモンタージュ出力にパンモードを設定するには、
「エフェク
ト (Eﬀects)」ウィンドウの「Pan Law」ポップアップメニューおよびノ
ブを使用します。

使用できるパンモードは以下のとおりです。
チャンネルダンプ (Channel Damp) (0 dB/mute)
このモードでは、出力ロスが補正されません。信号が左右に激しくパン
された場合、チャンネルの合計出力は 3dB 低下します。
出力維持 (Constant Power) (+3 dB/mute)
デフォルトのモードです。パンの位置にかかわらず、チャンネルの合計
の出力が維持されます。
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チャンネルブースト (Channel Boost) (+4.5 dB/mute)
このモードを選択すると、信号が左右に激しくパンされた場合、チャン
ネルの合計出力は、信号が中央にパンされたときより高くなります。
チャンネルブースト (Channel Boost) (+6 dB/mute)
このモードを選択すると、信号が左右に激しくパンされた場合、チャン
ネルの合計出力は、信号が中央にパンされたときより高くなります。上
の項目と同じですが、パワーブーストが大きくなります。

他のオーディオを使用したオーディオの変調
あるトラックのオーディオ信号を使用して、別のトラックの圧縮係数を変調
できます。上段のオーディオトラック (クリップ) の信号は通常、伝送される
オーディオを含むため、キャリア信号といいます。
この目的には「Ducker」クリッププラグインが使用されます。このプラグイ
ンは、別のオーディオ信号が存在する場合は常に、その上にある信号のボ
リュームを下げます。

オーディオモンタージュでのフェードおよびクロスフェード
フェードインとはレベルが徐々に増していくこと、フェードアウトとはレベ
ルが徐々に減っていくことです。クロスフェードとは、2 つのサウンドが、一
方は徐々にフェードイン、もう一方は徐々にフェードアウトしていくことで
す。

フェードの作成
初期設定では、すべてのクリップにフェードインおよびフェードアウトの接
合ポイントが表示されます。接合ポイントを水平方向にドラッグすると、ク
リップのフェードインまたはフェードアウトを作成できます。
レベルエンベロープと同様に、フェードにもエンベロープポイントを追加で
きます。
•

フェードインを作成するには、クリップの開始位置にあるフェードイン
ポイントをクリックして、右にドラッグします。

•

フェードアウトを作成するには、クリップの終了位置にあるフェードア
ウトポイントをクリックして、左にドラッグします。

•

特定の時間位置にフェードインまたはフェードアウトを作成するには、
「フェード (Fade)」タブの「フェードタイムを適用 (Apply Fade Time)」
オプションを使用します。時間フィールドにフェードタイムの値を入力
し、
「フェードタイムを適用 (Apply Fade Time)」をクリックします。

•

フェードイン / フェードアウトポイントを垂直に移動するには、
[Ctrl]/[Command] を押しながらポイントをドラッグします。
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•

クロスフェードを作成するには、クリップを他のクリップに重ねます。
接合ポイントで、クロスフェードが自動的に作成されます。

作成されたフェードイン / フェードアウトカーブがクリップに表示され、
フェードが波形にも反映されます。フェードインポイントにマウスを重ねる
と、フェードインタイムが秒とミリ秒、ボリュームが dB で表示されます。

「フェードイン / フェードアウト (Fade In/Fade Out)」メニュー
このメニューでは、さまざまなプリセットフェードカーブや、その他の
フェード関連のオプションを選択できます。
•

「フェードイン (Fade In)」または「フェードアウト (Fade Out)」ポップ
アップメニューを開くには、フェードインまたはフェードアウトポイン
トを右クリックします。

フェードイン範囲にズーム / フェードアウト範囲にズーム (Zoom to Fade In
Range/Zoom to Fade Out Range)
アクティブなクリップのフェードイン / フェードアウト範囲が中心とな
るようにビューの表示が調節されます。
貼り付け (Paste)
フェードイン / フェードアウトの形状と長さをクリップボードにコピー
した形状と長さで置換します。
直線 (1 次) (Linear)
レベルを直線 (1 次関数) 的に変化させます。

正弦関数 1 (*) (Sinus (*))
レベルを正弦関数曲線 (サイン波) の最初の 4 分の 1 の部分の形状に変化
させます。クロスフェードに使用すると、フェードの移行部分でラウド
ネス (RMS) が一定に保たれます。
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平方根 (*) (Square-root (*))
レベルを平方根曲線 (スクエアルート) 状に変化させます。クロスフェー
ドに使用すると、フェードの移行部分でラウドネス (RMS) が一定に保た
れます。

正弦関数 2 (Sinusoid)
レベルを正弦関数曲線 (サイン波) の中間部分の形状に変化させます。

対数関数 (Logarithmic)
レベルを対数関数曲線 (ロガリズムカーブ) 状に変化させます。

指数関数 1 (Exponential)
レベルを指数関数曲線 (エクスポネンシャルカーブ) 状に変化させます。
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指数関数 2 (Exponential+)
レベルを変化の急な指数関数曲線 (エクスポネンシャルカーブ) 状に変化
させます。

新しいクリップへのデフォルトフェードの適用
「新規クリップに標準フェードを作成 (Create Default Fades in New Clips)」が
オンの場合、オーディオモンタージュで読み込みまたは録音された新しいク
リップすべてに、フェードインおよびフェードアウトのデフォルトの形状と
長さが適用されます。この場合、デフォルトのクロスフェードの形状が使用
されます。これは、クリップの分割によって作成されたクリップにも適用さ
れます。

手順
1.

オーディオモンタージュを開いて「フェード (Fade)」タブを選択しま
す。

2.

「オプション (Options)」セクションで、
「オプション (Options)」ポップ
アップメニューを開きます。

3.

「新規クリップに標準フェードを作成 (Create Default Fades in New
Clips)」をオンにします。

クロスフェードの編集
形状と長さが異なるフェードインおよびフェードアウトのカーブから成るク
ロスフェードを作成できます。
デフォルトの自動クロスフェードの形状は直線 (1 次) です。フェードインと
フェードアウトには、同じ形状と長さが使用されます。クロスフェードには、
以下のような決まりがあります。
•

フェードインおよびフェードアウトを含みます。

•

クロスフェード内のフェードインおよびフェードアウトカーブは、
フェードと同様に編集できます。

•

クロスフェードのサイズを左右対称に変更するには、[Shift] を押しなが
らクロスフェード領域をクリックして、左右にドラッグします。

•

長さを保持したままクロスフェード範囲を移動するには、
[Ctrl]/[Command] を押しながらクロスフェード領域をクリックして、左
右にドラッグします。
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•

他のクリップと重なり合うようにクリップを移動してクロスフェードを
作成したときに、いずれのクリップの重複部分にもフェードが設定され
ていない場合、デフォルトのクロスフェードが作成されます。

•

フェードカーブが設定されているクリップを移動して、フェードが設定
されていないクリップの側辺と重ねた場合、移動先のクリップには、移
動したクリップと同じ形状のフェードが振幅を一定に保持した状態で作
成されます。これは、移動先のクリップのフェードアウトの長さが 0 に
設定されている場合にのみ適用されます。

•

両方のクリップに別々のフェードカーブが設定されている場合、左右非
対称のクロスフェードが作成されます。

関連リンク
194 ページの「クリップの移動とクロスフェードのオプション」

トラック、クリップ、およびモンタージュ出力への
エフェクトの適用
オーディオモンタージュの個別のクリップ、トラック、または出力に VST エ
フェクトプラグインを追加できます。クリップエフェクトは個別のクリップ
のみ、トラックエフェクトはトラック上のすべてのクリップ、モンタージュ
出力はオーディオモンタージュ全体に影響します。
オーディオモンタージュでは、VST 2 および VST 3 プラグインのみ使用できま
す。各クリップ、オーディオトラック、またはモンタージュ出力は、最大 2
つの VST エフェクトプラグインを使用して個別に処理できます。
エフェクトは以下のように設定できます。
•

インサートエフェクトとして。オーディオ全体がエフェクトで処理され
ます。

•

センドエフェクト (スプリットモード) として (クリップエフェクトおよ
び特定の VST 2 プラグインのみ)。未処理のサウンド間のバランスおよび
エフェクトのセンドレベルを、エフェクトのエンベロープカーブによっ
て制御できます。

クリップ名の前にあるアイコンは、クリップにエフェクトが適用されている
ことを示します。

クリップ名にマウスポインターを合わせると、クリップに使用されているエ
フェクトが表示されます。
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補足
•

クリップの現在の再生位置でアクティブなエフェクトのみが、CPU 負荷
に影響します。トラックおよびモンタージュ出力のエフェクトは常にア
クティブです。

•

オーディオモンタージュをコピーまたは開いてから初めて再生する場
合、すべてのエフェクトがメモリーに読み込まれます。多くのエフェク
トを使用している場合、再生が始まる前に、短い静寂 / 無音部分が発生
することがあります。

•

トラックに使用するエフェクトは、オーディオトラックがモノラルの場
合でも、ステレオオーディオに対応している必要があります。

モンタージュ出力エフェクト
オーディオモンタージュには、モンタージュ出力エフェクトを追加できます。
「マスターセクション」はすべてのオーディオモンタージュで共有されます
が、モンタージュ出力エフェクトは各モンタージュに固有です。これにより、
「マスターセクション」を必要としない、完全な内包型プロジェクトを作成で
きます。
モンタージュ出力エフェクトは、オーディオモンタージュの出力に配置され
ます。

補足
ディザリングプラグインを使用したい場合は、モンタージュ出力に配置しま
す。

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウ
このウィンドウでは、トラック、クリップ、およびマスター出力にエフェク
トプラグインを追加したり、パンやゲインの設定を編集したりできます。
•

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウを開くには、オーディオモンタージュ
を開いて「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「エフェクト (Eﬀects)」
を選択します。
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メニュー (Menu)
クリップエフェクト (Clip Eﬀects)
アクティブなクリップのプラグインを表示します。
トラックエフェクト (Track Eﬀects)
アクティブなトラックのプラグインを表示します。
出力エフェクト (Output Eﬀects)
モンタージュ出力のプラグインを表示します。
スロットを追加 (Add slot)
オーディオプラグインを挿入できるスロットを追加します。
選択したプラグインを削除 (Remove Selected Plug-ins)
選択したプラグインを削除します。
コピー (Copy)
選択したプラグインとその設定をクリップボードにコピーします。
すべてをコピー (Copy All)
すべてのプラグインの設定をクリップボードにコピーします。
貼り付け (挿入) (Paste (Insert))
クリップボードにコピーされたプラグインが、選択されている最初のス
ロットの前に挿入されます。スロットが選択されていない場合は、プラ
グインがプラグインリストの最後に挿入されます。
貼り付け (置換) (Paste (Replace))
選択したプラグインを、クリップボードにコピーされたプラグインで置
換します。スロットが追加されていない場合、新しいスロットが作成さ
れます。
すべてのウィンドウを閉じる (Close All Windows)
オーディオモンタージュに関連するすべてのプラグインウィンドウを閉
じます。
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プラグインマップ (Plug-in map)
「プラグインマップ (Plug-in Map)」ダイアログが開きます。オーディオ
モンタージュで使用されているすべてのプラグインと、それらが使用さ
れているクリップおよびトラックが表示されます。
コマンドバーをカスタマイズ (Customize Command Bar)
「キーボードショートカットの編集 (Customize Commands)」ダイアロ
グが表示されます。コマンドバーのボタンを表示するか非表示にするか
を個別に設定できます。

エフェクトリスト
エフェクトリストには、選択したトラック、クリップ、またはモンタージュ
出力のエフェクトプラグインが表示されます。リストでは、エフェクトプラ
グインを置き換えたり、エフェクトの順序を変更したり、エフェクトの「終
了前 (Tail)」の値を変更したりできます。

プラグインウィンドウアイコン
プラグインウィンドウが表示されます。
エフェクト名 (Eﬀect name)
エフェクト名をクリックすると、
「プラグイン (Plug-in)」メニューが表
示されます。新しいエフェクトを追加できます。チェックボックスをク
リックすると、クリップのオン / オフを切り替えることができます。
プリセット (Preset)
プラグインで使用しているプリセットが表示されます。プリセットが使
用されていない場合、このフィールドは空です。
レイテンシー (Latency)
オーディオパスでのレイテンシーが表示されます。レイテンシーを生じ
るプラグインでは、センドレベルを調節できません。
終了前 (Tail) (クリップエフェクトのみ)
リバーブやディレイなどのエフェクトでは残響 (テール) が生じます。つ
まり、クリップ自体の終了位置を過ぎてもエフェクトサウンドが鳴り続
けます。たとえば、「終了前 (Tail)」の値を指定しないでクリップにエ
コーを加えると、そのエコーはクリップの終了位置でミュートされてし
まいます。エフェクトサウンドが自然に減衰していくよう、テール部分
の長さを設定します。テールを生じる別のプラグインをクリップに追加
した場合でも、減衰時間を増やす必要がない限り、
「終了前 (Tail)」の値
を別個に設定する必要はありません。クリップ全体のテール時間は各プ
ラグインのテール時間の合計になります。
「終了前 (Tail)」欄に設定でき
る最大値は 30 秒です。

211

オーディオモンタージュ
トラック、クリップ、およびモンタージュ出力への エフェクトの適用

ゲイン / パンセクション
このセクションでは、クリップおよびトラックごとの「ゲイン」と「パン」
の設定を編集できます。

「全体のゲイン (Global gain)」セクション
このセクションでは、アクティブなオーディオモンタージュ全体のゲインを
設定できます。このセクションの左にあるプリ / ポストボタンの設定に従っ
て、モンタージュ出力の前または後にこのゲインを適用できます。デフォル
トは「プリ」に設定されています。

関連リンク
203 ページの「パンモード」

トラック、クリップ、またはモンタージュ出力へのエフェクトの追加
エフェクトプラグインは、オーディオモンタージュのすべてのクリップ、ト
ラック、または出力に追加できます。

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウでのエフェクトの追加
手順
1.

オーディオモンタージュを開きます。

2.

「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「エフェクト (Eﬀects)」を選択し
ます。

3.

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウで「クリップ (Clip)」セクション、
「トラック (Track)」セクション、または「出力 (Output)」セクションを
選択します。

4.

「スロットを追加 (Add Slot)」をクリックします。
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5.

「エフェクト名 (Eﬀect name)」コラムで、追加したスロットを選択しま
す。

6.

プラグインを選択します。

結果
選択したエフェクトのウィンドウが表示されます。

補足
再生中もエフェクトを追加できます。ただし、レイテンシーが 0 を越えるエ
フェクトを追加する場合は、タイミングのずれを防ぐため、停止してから再
生しなおすことをおすすめします。また、ごく一部の VST プラグインでは、
パラメーターの設定によって、レイテンシーが変わる場合があります。この
場合、再生をいったん停止し、レイテンシーが変わったあとにもう一度再生
してください。

その他のエフェクトの追加方法
•

トラックにエフェクトを追加するには、トラックコントロール領域の
「エフェクト (Fx)」ボタンをクリックし、「エフェクトを追加 (Add
Effect)」を選択して、メニューからエフェクトを選択します。

•

クリップにエフェクトを追加するには、モンタージュウィンドウでク
リップ名を右クリックし、
「エフェクトを追加 (Add Eﬀect)」を選択し
て、メニューからエフェクトを選択します。

トラック、クリップ、またはモンタージュ出力からのエフェクトの
削除
手順
1.
2.

オーディオモンタージュを開きます。
「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「エフェクト (Eﬀects)」を選択し
ます。
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3.

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウで「クリップ (Clip)」セクション、
「トラック (Track)」セクション、または「出力 (Output)」セクションを
選択します。

4.

削除したいエフェクトをクリックして「プラグインを削除 (Remove
Plug-in)」を選択します。

結果
スロットからエフェクトが削除されます。

トラック、クリップ、およびモンタージュ出力へのエフェクト設定
のコピー
トラック、クリップ、またはモンタージュ出力のエフェクトとその設定を、
同じまたは別のモンタージュにある他のトラック、クリップ、またはモン
タージュ出力にコピーできます。

手順
1.

オーディオモンタージュを開きます。

2.

「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「エフェクト (Eﬀects)」を選択し
ます。

3.

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウで、設定のコピー元のエフェクトを選
択します。

4.

「メニュー (Menu)」>「コピー (Copy)」を選択します。

5.

エフェクト設定を新しいスロットに貼り付けるか、既存のスロットのエ
フェクトを置き換えるかを決めます。
•

エフェクト設定を新しいスロットに貼り付ける場合、新しいスロットを
追加して、
「メニュー (Menu)」>「貼り付け (挿入) (Paste (Insert))」を選
択します。

•

既存のエフェクトを置換するには、エフェクトを選択して「メニュー
(Menu)」>「貼り付け (置換) (Paste (Replace))」を選択します。
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エフェクトの変更を元に戻す
エフェクト設定のすべての変更は元に戻す / やり直すことができます。ただ
し、WaveLab Elements が変更を記録するのは「エフェクト (Eﬀects)」ウィン
ドウがフォーカスされていないときのみです。

手順
1.

プラグインウィンドウで、他のウィンドウをクリックして、設定を元に
戻したいプラグインからフォーカスを外します。

2.

設定を元に戻したいプラグインを再度フォーカスします。

3.

コマンドバーで、
「元に戻す (Undo)」または「やり直し (Redo)」をク
リックします。

エフェクトのパンとゲインの設定
エフェクトの「パン」と「ゲイン」は、クリップやトラックごとに設定でき
ます。

手順
1.

オーディオモンタージュを開きます。

2.

「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「エフェクト (Eﬀects)」を選択し
ます。

3.

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウで、クリップまたはトラックを選択し
ます。

4.

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウの左側にあるコントロールを使用し
て、
「パン」と「ゲイン」を調節します。
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エフェクト全体のゲインの設定
オーディオモンタージュのモンタージュ出力エフェクトで全体のゲインを設
定して、モンタージュ出力エフェクトの前または後に適用できます。

手順
1.

オーディオモンタージュを開きます。

2.

「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「エフェクト (Eﬀects)」を選択し
ます。

3.

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウで、
「出力 (Output)」を選択します。

4.

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウの左側にあるフェーダーを使用して、
全体のゲインを調節します。

5.

プリ / ポストボタンをクリックして、モンタージュ出力エフェクトの前
または後 に全体のゲインを適用します。
ディザリングプラグインを使用する場合、ゲインはマスター出力の前に設定し
ます。

プラグインウィンドウ
このウィンドウには、トラック、クリップ、またはモンタージュ出力に使用
されているエフェクトプラグインを表示できます。

個別のプラグインウィンドウ

トラック、クリップ、またはモンタージュ出力に新しいエフェクトプラグイ
ンを追加すると、プラグインウィンドウが自動的に表示されます。デフォル
トでは、エフェクトはプラグインチェーンウィンドウに表示されます。エ
フェクトを実行する順序を変更するには、変更したい各エフェクトをエフェ
クトチェーンの新しい位置にドラッグします。

プラグインウィンドウを開く
プラグインウィンドウはさまざまな場所から開けます。
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•

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウからプラグインウィンドウを開くに
は、エフェクトリストで、プラグインの左にある、プラグインウィンド
ウアイコンをクリックします。

•

モンタージュウィンドウからクリップのプラグインウィンドウを開くに
は、クリップを右クリックして、
「プラグインの編集 (Edit Plug-ins)」を
選択します。クリップ名を右クリックしてプラグインを選択することも
できます。

•

トラックのプラグインウィンドウを開くには、トラックコントロール領
域の「エフェクト (Fx)」ボタンをクリックします。

プラグインウィンドウでのエフェクトの追加
「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウでクリップ、トラック、またはモンター
ジュ出力に追加されたエフェクトは、自動的にプラグインウィンドウに表示
されます。プラグインウィンドウ内で、トラックまたはクリップにエフェク
トを追加することもできます。

手順
1.

エフェクトを追加したいクリップ、トラック、またはモンタージュ出力
のプラグインウィンドウを開きます。

2.

プラグインウィンドウで、
「プラグインを追加 (Add Plug-in)」ボタンを
クリックします。

3.

メニューからエフェクトを選択します。
プラグインチェーンの最後にエフェクトが追加されます。

4.

(オプション) 追加したエフェクトをプラグインチェーン内で移動するに
は、エフェクトを別の場所にドラッグします。

プラグインウィンドウでのエフェクトの変更
手順
1.

エフェクトを変更したいクリップ、トラック、またはモンタージュ出力
のプラグインウィンドウを開きます。

2.

プラグインメニューアイコンをクリックして、メニューから新しいエ
フェクトを選択します。
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3.

(オプション) 変更したエフェクトをプラグインチェーンウィンドウ内で
移動するには、別の場所にドラッグします。

プラグインウィンドウでのトラック、クリップ、およびモンタージュ出力の
エフェクトの切り替え
プラグインウィンドウでは、クリップ、トラック、およびモンタージュ出力
のエフェクトチェーン間を切り替えることができます。
•

アクティブなオーディオモンタージュのクリップおよびトラックのエ
フェクトを切り替えるには、左右の矢印のアイコンを使用します。

•

オーディオモンタージュのクリップとトラックの両方に 1 つのプラグイ
ンウィンドウを使用している場合、「クリッププラグインを表示 (Show
Clip Plug-ins)」または「トラックプラグインを表示 (Show Track
Plug-ins)」アイコンをクリックして、アクティブなクリップとそのク
リップを含むトラックのプラグイン間を切り替えることができます。

•

プラグインウィンドウをロックするには、「ウィンドウをロック (Lock
Window)」をオンにします。この項目をオンにすると、他のトラックや
クリップを選択したときに、別のプラグインウィンドウが開きます。こ
の項目をオフにすると、他のトラックやクリップを選択したときに、エ
フェクトが同じプラグインウィンドウに表示されます。
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すべてのプラグインウィンドウを閉じる
手順
1.

オーディオモンタージュを開きます。

2.

「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「エフェクト (Eﬀects)」を選択し
ます。

3.

「エフェクト (Eﬀects)」ウィンドウで、
「メニュー (Menu)」>「すべての
ウィンドウを閉じる (Close All Windows)」を開きます。

「CD」ウィンドウについて
「CD」ウィンドウにはアクティブなオーディオモンタージュのクリップが表
示され、ユーザーはオーディオモンタージュを CD に書き込みできます。

補足
オーディオモンタージュの各クリップが「CD」ウィンドウの CD トラックに
あたります。
クリップ間の休止時間の調節や、Red Book 規格への適合性の確認、CD-Text
の追加と編集、UPC/EAN および JSRC コードの追加も行なえます。モンター
ジュウィンドウでクリップを選択すると、対応するクリップが「CD」ウィン
ドウでハイライト表示されます。
CD トラックリスト内の CD トラックの順序は、ドラッグアンドドロップで変
更できます。

「CD」ウィンドウ
このウィンドウでは、オーディオ CD を作成できます。
•

「CD」ウィンドウを開くには、オーディオモンタージュを開き、「ツール
ウィンドウ (Tool Windows)」>「CD」を選択します。
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トラックリスト
プリロール付きで始めから再生
対応するトラックをプリロール付きで始めから再生します。
また、[Alt]/[Option] を押しながら をクリックすると、対応するト
ラックが、短いプリロール付きで初めから再生されます。
始めから再生
対応するトラックを始めから再生します。
[Ctrl]/[Command] を押しながら三角の CD トラック開始マーカーをダブ
ルクリックしても、マーカー位置から再生を開始できます。
名前 (Name)
トラック名が表示されます。ファイル名を変更するには、対応するセル
内をダブルクリックして新しい値を入力します。
エフェクト
対応するクリップでエフェクトが使用されているかどうかが示されま
す。
休止 (Pause)
2 つのトラックの間の休止時間が表示されます。
ファイルの始め (Start)
トラックの開始位置が表示されます。
ファイルの終わり (End)
トラックの終了位置が表示されます。
長さ (Length)
CD トラック開始位置から対応する終了マーカーまたは境界マーカーま
での時間の値が表示されます。
ゲイン (Gain)
クリップのゲインを設定できます。
ISRC
ISRC コードを入力できます。コードを変更するには、対応するセル内を
ダブルクリックして新しい値を入力します。
CD-Text
CD-Text を指定できます。CD-Text を変更するには、対応するセル内を
ダブルクリックして新しい値を入力します。
備考 (Comment)
コメントを入力できます。コメントを入力するには、セルをダブルク
リックします。
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「CD」メニュー
オーディオ CD の書き込み (Write Audio CD)
CD を書き込みできるダイアログが表示されます。
CD の適合性を確認 (Check CD Conformity)
オーディオモンタージュの設定が Red Book 規格に適合しているかを確
認します。
クリップ間の休止時間の調整 (Adjust Pauses between Clips)
クリップ間の休止時間を調節できるダイアログが表示されます。以下の
項目を利用できます。
•

「休止時間の設定 (Set Speciﬁc Pause Time)」

•

「既存の休止から最も近い秒単位に調整 (Round Existing Pauses to
Closest Second)」

CD-Text データの編集 (Edit CD-Text)
「CD-Text の編集 (CD-Text Editor)」ダイアログが表示されます。CD に書
き込むトラックに関する説明テキストを入力できます。
UPC/EAN コードの割り当て (Assign UPC/EAN Code)
クリップに UPC/EAN コードを割り当てできるダイアログが表示されま
す。

「選択 (Select)」メニュー
このメニューでは、クリップを選択できます。以下の項目を利用できます。
•

「すべてのクリップを選択 (Select All Clips)」

•

「カーソルの前にあるクリップを選択 (選択されたトラック) (Select Clips
Located Before the Cursor (on Selected Track))」

•

「カーソルの後にあるクリップを選択 (選択されたトラック) (Select Clips
Located After the Cursor (on Selected Track))」

•

「クリップの選択をすべて解除 (Deselect All Clips)」

クリップからのオーディオ CD トラックの作成
「CD の適合性を確認 (Check CD conformity)」オプションを使用すると、オー
ディオモンタージュをオーディオ CD に書き込みできるかどうか確認できま
す。

手順
1.

オーディオ CD に書き込みたい素材がオーディオモンタージュに含まれ
ていることを確認します。
CD トラックの長さは 4 秒以上必要です。

2.

「CD」ウィンドウでトラックを試聴して、必要に応じて修正します。
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3.

「CD」ウィンドウで、「CD」>「CD の適合性を確認 (Check CD
conformity)」を選択します。
•

警告メッセージが表示された場合、修正して再度 CD の適合性を確認しま
す。

•

警告メッセージが表示されなければ、オーディオモンタージュをオー
ディオ CD に書き込みできます。

ミックスダウン - レンダリング機能
「レンダリング」機能を使用すると、オーディオモンタージュ全体またはオー
ディオモンタージュの選択範囲を 1 つのオーディオファイルにミックスダウ
ンできます。
オーディオモンタージュから 1 つのオーディオファイルを生成する場合、
ミックスダウンが必要です。
関連リンク
248 ページの「レンダリング」

ラウドネスメタノーマライザー
ラウドネスメタノーマライザーはマスタリングに重要なツールです。すべて
の曲のラウドネスレベルを統一でき、またクリッピングを防止できます。こ
のツールを使用すると、オーディオモンタージュの各クリップのラウドネス
を調節して、同じ値に統一できます。
「マスターセクション」出力のラウドネ
スだけでなく、オーディオモンタージュのミックスダウンのラウドネスも調
節できます。
このツールはゲインに対して機能します。元のオーディオファイルを変更し
たり、オーディオコンプレッサーを使用することはありません。
クリッピングを起こさずに特定のクリップのラウドネスを変更できない場合
は、他のクリップのレベルを下げて、すべてのクリップのラウドネスを合わ
せます。この操作は、「ラウドネスメタノーマライザー (Loudness Meta
Normalizer)」ダイアログの「ピーク」ポップアップメニューで「ピークを無
視 (Ignore Peaks)」オプションが選択されている場合は行なわれません。
「マスターセクション」段階でのクリッピングを防ぐために、
「マスターセク
ション」に出力される前のオーディオモンタージュのミックスダウン出力、
または「マスターセクション」出力 (あるいはその両方) のラウドネスを制限
できます。

222

オーディオモンタージュ
ラウドネスメタノーマライザー

補足
•

オーディオモンタージュ内のオーディオパスでは、32 ビット浮動小数点
数処理が使用されます。そのため、信号の経路でクリッピングを生じさ
せずに、0 dB 以上のレベルを使用するなど、オーディオパスに過負荷を
かける可能性があります。オーディオパス内でクリッピングが発生する
可能性があるのは、「マスターセクション」の出力とオーディオモン
タージュの出力だけです。いずれの問題も、ラウドネスメタノーマライ
ザーで解決できます。

•

ラウドネスを正確に算出するには、数秒のオーディオが必要なため、こ
のツールは短すぎるクリップ (3 秒以下) には使用しないようにしてくだ
さい。

「ラウドネスメタノーマライザー (Loudness Meta Normalizer)」
ダイアログ
このダイアログでは、オーディオモンタージュの各クリップのラウドネスを
調節して、同じ値に統一できます。オーディオ出力全体を調節することもで
きます。
•

「ラウドネスメタノーマライザー (Loudness Meta Normalizer)」ダイアロ
グを開くには、「オーディオモンタージュ」ウィンドウで「処理
(Process)」タブを選択し、「ラウドネス (Loudness)」セクションで「メ
タノーマライザー (Meta Normalizer)」をクリックします。

クリップ (Clips) / マスターセクション出力 (Master Section Output) / モンタージュ出力
(Audio Montage Output)
•

「クリップ (Clips)」をオンにすると、オーディオモンタージュ内のすべ
てのクリップのゲイン設定が個別に調節され、すべてのクリップが同じ
ラウドネスで再生されます。

•

「オーディオモンタージュ出力 (Audio Montage Output)」をオンにする
と、オーディオモンタージュのゲイン設定が変更され、オーディオモン
タージュのミックスダウンが特定のラウドネスに一致します。

•

「マスターセクション出力 (Master Section Output)」をオンにすると、
「マスターセクション」のゲインが調節され、すべての「マスターセク
ション」プラグインで処理されたオーディオモンタージュのミックスダ
ウンが特定のラウドネスに一致します。この操作ではオーディオモン
タージュ自体は変更されません。

クリップ、オーディオモンタージュの出力、および「マスターセクション」
の出力のゲイン設定には、以下のオプションを使用できます。
ラウドネス一致のメニュー
オーディオモンタージュの出力を特定のラウドネスに一致させるかどう
かを選択します。以下の項目を利用できます。
•

「ラウドネスを変更しない (Do Not Change Loudness)」
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•

「ラウドネスが最も高いクリップに一致 (Match Loudest Clip)」

•

「アクティブクリップのラウドネスに一致 (Match Loudness of
Active Clip)」

•

「ピークレベルを均一にする (Equalize Peak Levels)」
最大ピークが基準として使用されます。

ピークメニュー
WaveLab Elements でサンプル値 (デジタル ピーク) を制限するか、また
はピークを無視させるかを選択します。
最大ピーク (Maximum Peak)
ピークの最大値を設定します。
ラウドネスを強制的に均一化 (Force Equal Loudness)
「トゥルーピークを制限 (Limit True Peaks)」または「デジタルピークを
制限 (Limit Digital Peaks)」を選択した場合、一部のクリップが、基準ラ
ウドネスに必要なゲインに達しないことがあります。その場合は、
「ラ
ウドネスを強制的に均一化 (Force Equal Loudness)」をオンにすると、
基準として使用するクリップのラウドネスが下がり、すべてのクリップ
のラウドネスが均一になります。

追加オプション
オーディオモンタージュエフェクトを除外 (Exclude Audio Montage Eﬀects)
この項目をオンにすると、ラウドネスメタノーマライザーで処理する際
に、オーディオモンタージュエフェクトが反映されません。
選択されたクリップのみ (Only Selected Clips)
この項目をオンにすると、選択されたクリップのみがラウドネスメタ
ノーマライザーで処理されます。

「メモ (Notes)」ウィンドウ
このウィンドウでは、現在のオーディオモンタージュセッションに関するメ
モを入力できます。
•

「メモ (Notes)」ウィンドウを開くには、オーディオモンタージュを開い
て「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「メモ (Notes)」を選択しま
す。
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このウィンドウに直接テキストを入力し、標準的な HTML テキストエディ
ターコントロールを使用してテキストの書式を設定したり、イメージや箇条
書きを追加したりできます。このメモは、オーディオモンタージュと共に保
存されます。
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「オーディオエディター」と「オーディオモンタージュ」ウィンドウでオー
ディオを録音できます。

「録音 (Recording)」ダイアログの設定
録音を始める前に、
「録音 (Recording)」ダイアログを設定します。

手順
1.

「オーディオエディター」または「オーディオモンタージュ」ウィンド
ウで、
「録音 (Record)」ボタンをクリックするか、テンキーの [*] を押し
ます。

2.

「作成ファイル (File to Create)」セクションで、プルダウンメニューを開
き、名前付きファイルに録音するか、一時ファイルに録音するかを選択
します。

3.

「作成ファイル (File to Create)」セクションで、ファイル名とファイルの
保存先を選択します。

4.

5.

以下のいずれかの操作を行なって、オーディオ形式を選択します。
•

下矢印ボタンをクリックして、プリセットのオーディオ形式を選択しま
す。

•

オーディオ形式の文字列をクリックし、
「オーディオファイル形式 (Audio
File Format)」ダイアログを開きます。形式を選択し、「OK」をクリック
します。

以下のいずれかのオプションを選択して、オーディオファイルに録音す
るか、オーディオモンタージュトラックに録音するかを選択します。
•

「新規オーディオファイルウィンドウを作成 (Create New Audio File
Window)」

•

「アクティブなオーディオファイルに追加 (Add to Active Audio File)」

•

「モンタージュの選択されたトラックに追加 (Add to Selected Track of
Montage)」

6.

「レベル (Level)」を表示するか、
「スペクトラム (Spectrum)」を表示す
るかを選択します。

7.

必要に応じて、
「オプション (Options)」セクション、および「オプショ
ン (Options)」タブと「各種設定値 (Values)」タブで詳細設定を行ないま
す。
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8.

「録音 (Record)」をクリックして、録音を開始します。
自動開始オプションのいずれかを選択した場合、指定した自動開始条件が満た
されるまで、録音は「休止 (Pause)」モードになります。
録音中は、「録音 (Recording)」ダイアログの背景色が赤色に変わります。

9.

必要に応じて、「休止 (Pause)」ボタンをクリックして録音を休止しま
す。

10.

必要に応じて、マーカー作成ボタンをクリックして録音中にマーカーを
作成します。

11.

録音が終了したら、
「停止 (Stop)」をクリックします。

12.

(オプション) もう一度録音したい場合は、再度「録音 (Record)」をク
リックします。

録音中のマーカーの作成
録音中にマーカーボタンをクリックすると、録音されたファイルにマーカー
を追加できます。

手順
1.

「録音 (Recording)」ダイアログを開きます。

2.

設定を行ない、録音を開始します。

3.

作成するマーカーの種類を選択します。
•

番号の付いた標準マーカーを作成するには、黄色のマーカーボタンをク
リックするか、[Ctrl]/[Command]+[M] を押します。

•

番号の付いた標準リージョン開始および終了マーカーを作成するには、
白色のボタンをクリックするか、
[Ctrl]/[Command]+[L]/[Ctrl]/[Command]+[R] を押します。

結果
マーカーボタンをクリックするたびにマーカーが作成されます。

補足
2 つ以上のリージョン開始マーカーを続けて挿入し、その間にリージョン終了
マーカーを挿入しなかった場合、一番後ろの開始マーカーのみが保持されま
す。リージョン終了マーカーについても同様です。

「録音 (Recording)」ダイアログ
このダイアログでは、録音の設定を行なって、オーディオファイルの録音を
開始できます。
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•

「録音 (Recording)」ダイアログを開くには、「オーディオエディター」
または「オーディオモンタージュ」ウィンドウを開き、トランスポート
バーで「録音 (Record)」をクリックします。

メインボタン

録音 (Record)
録音を開始します。録音オプションに応じて、
「休止 (Pause)」モードが
有効になります。
休止 (Pause)
録音を休止します。
停止 (Stop)
録音を停止します。
キャンセル (Discard)
録音を停止し、これまでに録音されたオーディオを削除します。

「動作内容 (Method)」タブ
このタブでは、録音を自動的に開始、停止、および休止するためのオプショ
ンを定義できます。入力デバイスを選択し、特定のタイミングで録音を開始
したり、特定の時間後に録音を停止したりするように設定できます。

作成ファイル (File to create)
一時ファイルを録音し、あとで改めて名前を付けて保存するか、最初か
ら名前と場所を指定したファイルの形で録音するかを選択します。
番号を自動追加 : 最初の値 (Auto number from)
この項目をオンにして複数のファイルを録音すると、ファイルのファイ
ル名に連番が付与されます。
名前 (Name)
書き込まれるファイル名 (パスを除く) を指定します。入力時には、選択
したフォルダー内の同じ文字で始まるすべてのファイルが表示されま
す。選択したフォルダーのすべてのファイルを表示するには、リストア
イコンをクリックします。

228

録音
「録音 (Recording)」ダイアログ

場所 (Location)
録音内容を保存するフォルダーを指定します。
オーディオファイルの形式
「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアログが表示されま
す。ファイル形式を指定できます。
録音先
オーディオが録音される場所を指定します。
•

「新規オーディオファイルウィンドウを作成 (Create New Audio File
Window)」を選択した場合、オーディオは新規オーディオファイ
ルウィンドウに録音されます。

•

「アクティブなオーディオファイルに追加 (Add to Active Audio
File)」を選択した場合、オーディオはアクティブなオーディオ
ファイルウィンドウの編集カーソルの位置に録音されます (オー
ディオファイルウィンドウが開かれていない場合は、新しいオー
ディオファイルウィンドウが作成されます)。

•

「モンタージュの選択されたトラックに追加 (Add to Selected Track
of Montage)」を選択した場合、オーディオは既存のオーディオモ
ンタージュの編集カーソルの位置に録音されます (オーディオモン
タージュが開かれていない場合は、新しいオーディオモンター
ジュが作成されます)。

入力音検出時に自動開始 (Auto-start if sound detected)
この項目をオンにすると、入力信号が「各種設定値 (Values)」タブで指
定したスレッショルドレベルを超えた時点で録音が開始されます。
設定時刻に自動開始 (Auto-start at given time)
この項目をオンにすると、設定された時刻に録音が開始されます。この
時刻は「各種設定値 (Values)」タブで設定します。
設定時間後に自動停止 (Auto-stop after given duration)
この項目をオンにすると、
「各種設定値 (Values)」タブで指定した時間
(デュレーション) が経過した時点で録音が自動的に停止します。
静寂検出時に自動停止 (Auto-stop if silence)
この項目をオンにすると、入力信号が一定の時間、指定したスレッショ
ルドレベルを下回ると録音が自動的に停止します。このレベルと時間の
長さ (デュレーション) は「各種設定値 (Values)」タブで指定します。
静寂検出時に自動休止 (Auto-pause if silence)
この項目をオンにすると、入力信号が一定の時間、指定したスレッショ
ルドレベルを下回ると録音が自動的に休止します。このレベルと時間の
長さ (デュレーション) は「各種設定値 (Values)」タブで指定します。

「オプション (Options)」タブ
このタブでは、録音処理に関する詳細設定を行なえます。
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録音ウィンドウを開いたときにモニタリングをオン (Activate monitoring
when opening record window)
この項目をオンにすると、
「録音 (Recording)」ダイアログが開いたとき
にメーターがアクティブになります。この項目をオフにすると、
「録音
(Record)」を押すか、「処理モニター (Monitor)」をオンにした場合に、
メーターとオーディオスルーが表示されます。
モニタリングまたは録音時に再生を停止 (Stop playback when monitoring or
recording)
この項目をオンにすると、モニタリングまたは録音が開始される前に再
生が停止されます。
録音をオーディオファイルに挿入時にマーカーを追加 (Add Markers when
Inserting Recording in Audio File)
この項目をオンにすると、録音がオーディオファイルに挿入された場合
に、マーカーが新しいサンプルを囲むように追加されます。
録音後、編集カーソルを終了位置へ移動 (After Recording, Move Edit Cursor at
the End)
この項目をオンにすると、編集カーソルが録音の終了位置に移動しま
す。

「各種設定値 (Values)」タブ
このタブでは、さまざまな録音オプションの値を設定できます。

入力音検出時の自動開始 - スレッショルド (RMS) (Auto-Start on Sound Threshold (RMS))
録音をトリガーするサウンドレベルを指定します。
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入力音検出時の自動開始 - 先行録音時間 (Auto-Start on Sound - Record
Previous Samples)
録音の開始時点よりも少し前の入力信号を録音に取り込むことができま
す。この機能は録音の最初の部分で音が欠けてしまうといったトラブル
を避けるのに役立ちます。これは、「入力音検出時に自動開始
(Auto-Start if Sound Detected)」がオンになっている場合にのみ関係し
てくる機能です。
静寂部分の検出基準 - スレッショルド (RMS) / 基準とする時間 (Silence
Detection - Threshold (RMS) /Silence Duration Required)
「静寂検出時に自動停止 (Auto-Stop if Silence)」と「静寂部分にマーカー
を自動作成 (Auto-Create Markers at Silence Points)」の両オプションで
使用されるスレッショルド値です。「基準とする時間 (Silence Duration
Required)」設定と組み合わせて使用することで、入力信号が一定の時
間スレッショルド値を下回るたびに、指定した動作が行なわれるように
します。
録音機能のプログラム設定 - 録音の開始時刻 (Recording Programming ‒ Start)
「設定時刻に自動開始 (Auto-Start at Speciﬁc Time)」がオンになっている
場合に、録音開始の時刻を設定します。
録音機能のプログラム設定 - 明日 (Recording Programming ‒ On Tomorrow)
この項目をオンにすると、翌日の時刻を指定できます (午前 0 時から)。
録音機能のプログラム設定 - 時間 (デュレーション) (Recording Programming
‒ Duration)
「設定時間後に自動停止 (Auto-Stop after Speciﬁc Duration)」がオンに
なっている場合に、録音時間の長さを設定します。
休止後の先行録音時間 (Pause Memory)
「休止 (Pause)」ボタンを使用している場合に、「時間をさかのぼって」
録音を再開するための安全バッファーです。録音を再開する際はこの
バッファーを使用して、
「休止 (Pause)」ボタンがクリックされる前の入
力信号を録音データに取り込みます。これによって、
「休止 (Pause)」ボ
タンのクリックが少し遅くなっても、録音を再開できます。

メーター表示

レベル / スペクトラム (Level/Spectrum)
表示するメーターを指定します。

231

録音
「録音 (Recording)」ダイアログ

設定 (Settings)
「レベル / パンメーターの設定 (Level/Pan Meter Settings)」ダイアログ
が表示されます。メーターの設定をカスタマイズできます。
表示をリセット (Reset)
ピークの表示値をリセットします。
処理モニター (Monitor)
この項目をオンにすると、オーディオ入力信号が出力ポートにも送られ
ます (Windows MME ドライバーを使っているときは不可)。
録音と再生をミックス (Mix with playback)
この項目をオンにすると、(
「VST オーディオの接続 (VST Audio
Connections)」タブで) モニタリング用と再生用に同じオーディオポー
トが選択された場合、信号がミックスされます。この項目をオフにする
と、モニター信号が優先されます。
これによって、録音される信号と再生信号の試聴を切り替えることがで
き、モニター出力を詳細にコントロールできます。
マーカー
録音中にマーカーを設定できます。
次のマーカー名 (Next Marker Name)
挿入しようとするマーカーの名前を編集します。

メーター表示
「録音 (Recording)」ダイアログの下部にはメーターが表示されます。これは、
入力信号の入力レベルと周波数スペクトラムの確認に便利です。
「録音 (Recording)」ダイアログ内のメーターは、「レベルメーター (Level
Meter)」ウィンドウおよび「スペクトロメーター (Spectrometer)」ウィンド
ウの小型版です。
「処理モニター (Monitor)」チェックボックスをオンにする
と、メーターが有効になります。この処理は、「録音 (Recording)」ダイアロ
グの「オプション (Options)」タブにある「録音ウィンドウを開いたときにモ
ニタリングをオン (Activate Monitoring when Opening Record Window)」が
オンになっている場合には、自動的に実行されます。
メーターをリセットするには、
「表示をリセット (Reset)」ボタンをクリック
します。

レベルメーター
「レベルメーター」では、水平バーで各チャンネルのピークレベル (外側の
バー) と平均ラウドネス (VU、内側のバー) が表示されます。値も数字で表示さ
れます。
「設定 (Settings)」ボタンをクリックすると、
「レベル / パンメーター
の設定 (Level/Pan Meter Settings)」ダイアログが表示されます。
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スペクトロメーター
「スペクトロメーター」では、周波数スペクトラムが棒グラフで連続的にグラ
フィック表示されます。
「設定 (Settings)」ポップアップメニューで、高い
オーディオレベルに制限するか、中程度または低いオーディオレベルを含め
るかを選択できます。

ディスク空き領域インジケーター
「録音 (Recording)」ダイアログの一番下にあるこのインジケーターには、
「作
成ファイル (File to Create)」セクションで指定したハードディスク、または一
時ファイル用に選択したハードディスクのおおよその空き容量が表示されま
す。

補足
ハードディスクの空き容量が 30 秒未満になると、ディスク空き領域インジ
ケーターは赤色で表示されます。
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「マスターセクション」は、WaveLab のリアルタイムサウンド処理の心臓部
で、オーディオ信号が WaveLab から出力される前に通る最終部分です。ここ
では、マスターレベルの調節、エフェクトの追加、リサンプリング、ディザ
リングの適用を行ないます。
「マスターセクション」の設定とエフェクトは、以下の場合に反映されます。
•

波形ウィンドウでオーディオファイルを再生する場合。

•

オーディオモンタージュを再生する場合。「マスターセクション」のエ
フェクトは、オーディオモンタージュのすべてのクリップとトラックに
適用されることに注意してください。

•
•

「レンダリング」機能を使用する場合。
オーディオモンタージュから CD を書き込む場合。

初期設定では、「マスターセクション」はオンになっています。波形 / モン
タージュウィンドウの下部にある「マスターセクションをバイパス (Bypass
Master Section)」ボタンをオフにすると、各ファイルで個々にオフにできま
す。

「マスターセクション」をグローバルにオフにするには、
「マスターセクショ
ン」の左上にある「マスターセクションをバイパス (Bypass Master Section)」
ボタンをオフにします。

マスターセクションウィンドウ
このウィンドウでは、エフェクトプラグインの適用、マスターレベルの調節、
ディザリングの適用、およびオーディオファイルやオーディオモンタージュ
のレンダリングを行なえます。
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•

「マスターセクション」ウィンドウを開くには、
「ツールウィンドウ
(Tool Windows)」>「マスターセクション (Master Section)」を選択しま
す。

「マスターセクション」は次のペインで構成されています。
•

「エフェクト (Eﬀects)」

•

「リサンプリング (Resampling)」

•

「マスターレベル (Master Level)」

•

「最終段エフェクト / ディザリング (Final Eﬀect/Dithering)」

信号の経路
「マスターセクション」ウィンドウの各ペインは、
「マスターセクション」の
処理ブロックに対応しています。
信号は、上から下へ各ブロックを通過します。
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「マスターセクション」では、信号はすべてのプラグインを通過します。これ
は、一部のプラグインがソロになっている場合も同様です。ただし、この場
合、ミュートされたプラグインは再生プロセスではバイパスされるため、サ
ウンドは影響を受けません。

マスターセクションのツール
「マスターセクション」ウィンドウの一番上にあるツールとオプションを使用
すると、ファイルのレンダリング前に各種設定を行なったり、バイパス設定
を行なったり、再生信号が「マスターセクション」を通過するかどうかを指
定したりできます。

マスターセクションをバイパス (Bypass Master Section)
この項目をオフにすると、再生中、「マスターセクション」が無視され
ます。ただし、この項目がオフの場合でも、マスターセクションを使っ
たファイルへのレンダリングは行なえます。再生中にこの項目を切り替
えると、再生がいったん停止したあと、またスタートします。
プリセット
「マスターセクションプリセット」を保存したり読み込んだりできます。
「プリセット (Presets)」メニューでは、初期値バンクおよびエフェクト
を保存したり読み込んだりするための追加オプションを使用できます。
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マスターセクションをリセット (Reset Master Section)
スロットのアクティブなエフェクトをすべて削除し、マスター出力を
0dB に設定します。
設定 (Settings)
「マスターセクション」の設定を行なえる「設定」ポップアップメ
ニューが表示されます。

設定ポップアップメニュー
マスターセクションが非表示のときにプラグインウィンドウを非表示にする
(Hide Plug-in Windows when Master Section is not Visible)
この項目をオンにすると、
「マスターセクション」が非表示のときにプ
ラグインウィンドウも非表示になります。
プラグインコントロールをプラグインパネルに表示 (Show Plug-in Controls in
the Plug-in Window)
この項目をオンにすると、プラグインウィンドウにコントロール要素が
表示されます。
プラグインチェーンウィンドウを使用 (Use Plug-in Chain Window)
開いているすべてのプラグインをウィンドウ内のタブに表示します。こ
れによって、プラグインをすばやく切り替えできます。
プラグインウィンドウをマスターセクションと連結移動 (Plug-in Windows
Move with Master Section)
この項目をオンにすると、フローティングの「マスターセクション」を
移動するときにプラグインウィンドウも動きます。
起動時に前回の設定状態を再現する (Restore Last Conﬁguration at Next
Start-Up)
この項目をオンにすると、WaveLab Elements を次回起動したときに、
「マスターセクション」のプラグイン構成とフェーダーの位置が復元さ
れます。
セクションの表示 (Section Visibility)
「マスターセクション」の各セクションの表示 / 非表示を切り替えるこ
とができます。
再配置 (Rearrange)
アクティブなオーディオファイルのサンプリングレートやチャンネル構
成に従って、
「マスターセクション」が整理されます。「マスターセク
ション」の内部バスやすべてのアクティブなプラグインが状況に応じて
配置し直されます。
この操作は再生やレンダリングの前に自動的に実行されます。ただし、
モノラル / ステレオの入力信号や特定のサンプリングレートに対応して
いないプラグインもあるため、
「マスターセクション」の配置を手動で
実行したほうが便利なことがあります。そうした場合には、再生または
レンダリングの前に、このボタンをクリックすると、問題を示すメッ
セージが表示されます。
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再生が行なわれている最中や、アクティブなオーディオファイルがない
ときには、このボタンをクリックしても何も起こりません。
関連リンク
245 ページの「「最終段エフェクト / ディザリング (Final
Eﬀect/Dithering)」ペイン」

「エフェクト (Eﬀects)」ペイン
「マスターセクション」のこのペインでは、最大 5 個のエフェクトプラグイン
をシリアル接続で追加し、管理できます。

ペインを折りたたむ / 広げる (Fold/Unfold Pane)
ペインを広げるか、折りたたみます。
すべてのエフェクトをバイパス (Bypass All Eﬀects)
再生中にすべてのエフェクト処理をバイパスします。オプションで、レ
ンダリング時にバイパスすることもできます。
エフェクトを追加 (Add Eﬀect)
空のエフェクトスロットにエフェクトを追加できます。
エフェクトプラグイン名
プラグインをスロットに追加したら、プラグイン名をクリックすること
で対応するプラグインウィンドウを開いたり閉じたりできます。
「プリセット (Presets)」ポップアップメニュー
プリセット設定を保存および読み込みできます。
「プリセット (Presets)」
ポップアップメニューでは、初期値バンクおよびエフェクトを保存した
り読み込んだりするための追加オプションを使用できます。
「エフェクトオプション (Eﬀect Options)」ポップアップメニュー
エフェクトスロットに別のエフェクトを読み込むことができます。ま
た、以下のオプションを利用できます。
•

「プラグインを削除 (Remove Plug-in)」を選択すると、スロットか
らエフェクトを削除できます。

•

「すべてのプラグインを下へ移動 (Shift All Plug-ins Down)」/「すべ
てのプラグインを上へ移動 (Shift All Plug-ins Up)」を使用すると、
エフェクトを別の位置に移動できます。

•

「アクティブ (Active)」をオンにすると、エフェクトがオンになり
ます。
「アクティブ (Active)」をオフにすると、エフェクトが再生
およびレンダリングから除外されます。
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ソロ (バイパス) (Solo (Bypass))
プラグインをソロにします。
処理をバイパス (Bypass Processing)
再生中またはレンダリング中もプラグインをバイパスします。このボタ
ンをオンにしても信号はプラグインによって処理されますが、再生され
るサウンドには適用されません。

サポート対象のエフェクトプラグインフォーマット
WaveLab Pro はさまざまなプラグイン規格をサポートしています。 WaveLab
Pro 固有のプラグイン、VST 2 プラグイン、および VST 3 プラグインに対応して
います。

WaveLab Elements 固有のプラグイン
WaveLab Elements には、Resampler プラグインなど、いくつかの固有のプラ
グインがあります。

VST プラグイン
Steinberg 社の VST プラグインフォーマットは、多くのプログラムおよびプラ
グインメーカーによってサポートされています。WaveLab Elements は多数の
VST プラグインを備えています。その他のプラグインを Steinberg 社や他の
メーカーから個別に購入することもできます。

エフェクトの設定
利用できるエフェクトの数は、インストールしているプラグインの数と形式
によって異なります。
•

スロットでエフェクトプラグインを選択するには、スロットをクリック
してポップアップメニューでエフェクトを選択します。エフェクトを選
択すると、自動的にエフェクトがオンになり、エフェクトのコントロー
ルパネルが表示されます。

•

エフェクトをオフにするには、スロットを右クリックして、
「アクティ
ブ (Active)」をオフにします。エフェクトをオンにするには、もう一度
「アクティブ (Active)」をオンにします。

•

エフェクトプラグインを削除するには、スロットを右クリックして、
ポップアップメニューから「プラグインを削除 (Remove Plug-in)」を選
択します。

•

プラグインウィンドウの表示 / 非表示を切り替えるには、エフェクトス
ロットをクリックします。

•

エフェクトをソロにするには、そのエフェクトの「ソロ (バイパス) (Solo
(Bypass))」ボタンをクリックします。この機能により、そのエフェクト
のみのサウンドを確認できます。コントロールパネルでエフェクトをバ
イパスすることもできます。
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•

スロットの順序を変更して信号がエフェクトを通過する順序を変更する
には、スロットをクリックして新しい場所にドラッグします。

マスターセクションのプラグインウィンドウ
「マスターセクション」のプラグインウィンドウでは、
「マスターセクション」
のエフェクトプラグインの設定を行なえます。
•

プラグインウィンドウの表示 / 非表示を切り替えるには、エフェクトス
ロットをクリックします。

処理をバイパス (Bypass Processing)
この項目をオンにすると、再生中にそのプラグインはバイパスされま
す。オプションで、レンダリング時にバイパスすることもできます。レ
ンダリング時にエフェクトをオフにするには、
「マスターセクション」
の「エフェクト (Eﬀects)」ペインで、エフェクトスロットを右クリック
して「アクティブ (Active)」をオフにします。
バイパスモード
「処理をバイパス (Bypass Processing)」を右クリックすると、
「バイパス
モード (Bypass Modes)」ポップアップメニューが開きます。ここでは、
「エフェクトをバイパス (Bypass Eﬀect)」または「ソース信号をバイパス
(Bypass Source Signal)」を選択できます。
ソロ (バイパス) (Solo (Bypass))
プラグインをソロにします。
直接レンダリング (Render in Place)
オーディオを直接レンダリングします。バイパスされたプラグインは除
外され、レンダリング後のオーディオには、境界でクロスフェードが作
成されます。
エフェクトのオン / オフ (Switch Eﬀect On/Oﬀ)
プラグインをオフにすると、そのプラグインは再生でもレンダリングの
実行でも除外されます。
プリセット
プラグイン用のプリセットを保存したり読み込んだりするためのメ
ニューを開きます。
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エフェクトプラグインのプリセット
WaveLab Elements には、付属のエフェクトプラグイン用にファクトリープリ
セットが数多く用意されています プリセットはそのまま使ったり、オリジナ
ルの設定を行なうときのスタートポイントとして使ったりできます。
サードパーティ製のプラグインには、独自のファクトリープリセットが用意
されている場合があります。エフェクトのプリセットにアクセスするには、
そのエフェクトのコントロールパネルウィンドウにある「プリセット
(Presets)」ボタンまたはそのエフェクトのエフェクトスロットの「プリセッ
ト (Presets)」ボタンをクリックします。利用できる機能はプラグインの種類
によって異なります。

VST 2 プラグインのプリセット
VST 2 プラグインには、独自のプリセット処理方法があります。
このタイプのエフェクトで「プリセット (Presets)」ボタンをクリックすると、
以下の項目があるポップアップメニューが表示されます。
バンクの読み込み / バンクを保存 (Load/Save Bank)
プリセット一式の読み込みおよび保存を行ないます。このファイル形式
は Cubase に準拠します。
初期値バンクの読み込み / 保存 (Load/Save Default Bank)
プリセットの初期値一式を読み込むか、または初期値バンクとして現在
のプリセット一式を保存します。
エフェクトの読み込み / エフェクトを保存 (Load/Save Eﬀect)
プリセットを読み込みまたは保存します。これも Cubase に準拠します。
現在のプログラム名の編集 (Edit Name of Current Program)
プリセットの名前を定義できます。
プリセットリスト
呼び出されているプリセットのいずれかを選択できます。

「リサンプリング (Resampling)」ペイン
「マスターセクション」のこのペインでは、信号をリサンプリングできます。
リサンプリングプラグインでは、マスターゲインとメーターの前、およびリ
ミッターとディザリングの前のピークを確認できます。
「サンプリングレートメニューのカスタマイズ (Customize Sample Rate
Menu)」ダイアログを使用して、共通サンプリングレート値のいずれかを選
択したり、カスタムサンプリングレート値を作成したりできます。
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ペインを折りたたむ / 広げる (Fold/Unfold Pane)
ペインを広げるか、折りたたみます。
Off
リサンプリングエフェクトをオフにします。
推奨サンプリングレートを使用 (Use Preferred Sample Rate)
この項目をオンにすると、
「VST オーディオの接続 (VST Audio
Connections)」タブで推奨サンプリングレートとして指定したサンプリ
ングレートに合わせてリサンプリングが行なわれます。

補足
このサンプリングレートは再生にのみ使用されます。これにより、オー
ディオデバイスがサポートしていないサンプリングレートを再生できま
す。
サンプリングレートメニュー
サンプリングレートを選択できます。共通サンプリングレートのいずれ
かを選択したり、
「カスタマイズ (Customize)」をクリックして「サンプ
リングレートメニューのカスタマイズ (Customize Sample Rate Menu)」
ダイアログを開き、カスタムサンプリングレートを指定したりできま
す。選択したサンプリングレートは再生とレンダリングに使用されま
す。
関連リンク
12 ページの「「VST オーディオの接続 (VST Audio Connections)」タブ」
242 ページの「サンプリングレートメニューのカスタマイズ」

サンプリングレートメニューのカスタマイズ
「サンプリングレートメニューのカスタマイズ (Customize Sample Rate
Menu)」ダイアログでは、
「リサンプリング (Resampling)」ペインのサンプリ
ングレートポップアップメニューで使用できるサンプリングレートの値をカ
スタマイズできます。共通サンプリングレートの値をメニューに追加したり、
カスタムサンプリングレートを作成したりできます。
•

「サンプリングレートメニューのカスタマイズ (Customize Sample Rate
Menu)」ダイアログを開くには、「マスターセクション」ウィンドウで
「リサンプリング (Resampling)」ペインを開き、サンプリングレートを
クリックして「カスタマイズ (Customize)」を選択します。
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共通サンプリングレートをメニューに追加 (Add Common Sample Rate to
Menu)
選択したサンプリングレートをサンプリングレートポップアップメ
ニューに追加します。
サンプリングレートをメニューから削除 (Remove Sample Rate from Menu)
選択したサンプリングレートをサンプリングレートポップアップメ
ニューから削除します。
カスタムサンプリングレートを追加 (Add Custom Sample Rate)
「出力サンプリングレート (Custom Sample Rate)」ダイアログが表示さ
れます。カスタムサンプリングレートの値を指定できます。

「マスターレベル (Master Level)」ペイン
「マスターセクション」のこのペインでは、アクティブなオーディオファイル
のマスターレベルをコントロールできます。

フェーダー
「マスターレベル (Master Level)」ペインのフェーダーは、最終的な出力レベ
ルをコントロールします。フェーダーを使用して、オーディオハードウェア
に送られる信号のレベルを最適化できます。
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補足
特にマスタリングの際にクリッピングを防ぐことが重要です。クリッピング
は「マスターセクション」のクリップインジケーターによって示されます。
•

フェーダーをロックするには、フェーダーセクションの下の「フェー
ダーをロック (Lock Faders)」をオンにします。
ロックされたフェーダーはマウスで変更できません。リモートコント
ロールやショートカットなどの他の編集操作は行なえます。

メーター
「マスターセクション」のメーターは、ディザリングや他のポストマスター
フェーダーをかけたプラグインを適用する前の信号レベルを表示します。
これらのメーターを使用して、信号レベルの概要を確認できます。フェー
ダーの上にある数値フィールドには、各チャンネルのピークレベルが表示さ
れます。信号でクリッピングが発生すると、ピークインジケーターは赤くな
ります。この場合、次の操作を行ないます。
•

フェーダーを下げます。

•

クリップインジケーターを右クリックして「ピークをリセット (Reset
Peaks)」を選択し、クリップインジケーターをリセットします。

•

該当範囲をもう一度再生し、クリッピングが発生しなくなるまでこれを
繰り返します。

ステレオチャンネルをモノラルチャンネルにミックスする
「オーディオチャンネルのモニタリング (Audio Channel Monitoring)」ポップ
アップメニューの「モノラルにミックス (Mix to Mono)」オプションを使用す
ると、ステレオトラックの左右のチャンネルを 2 つのモノラルチャンネルに
変換できます。この場合、クリッピングを避けるために、出力レベルは自動
的に -6dB 減衰されます。「モノラルにミックス (Mix to Mono)」オプション
は、ステレオミックスをモノラル再生したときの状態を確認する場合に役立
ちます。

補足
「モノラルにミックス (Mix to Mono)」をオンにすると、マスターレベルを調
節していない場合でも、
「マスターレベル (Master Level)」ペインのインジ
ケーターが点灯します。これは、誤って「モノラルにミックス (Mix to
Mono)」をオンにしたままにすることを避けるためです。

「フェーダーのリンクを解除 (Unlink Faders)」ボタン
フェーダーを個々に調節するか、一緒に調節するかを設定します。
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「フェーダーのリンクを解除 (Unlink Faders)」をオフにすると、片方のフェー
ダーを動かすともう一方のフェーダーも同じ量だけ動きます。「フェーダーの
リンクを解除 (Unlink Faders)」をオンにすると、チャンネルのレベルを個別
に調節して、不適切なステレオバランスを修正できます。
「フェーダーのリンクを解除 (Unlink Faders)」をオンにした状態でフェーダー
をずらしたあとで「フェーダーのリンクを解除 (Unlink Faders)」をオフにす
ると、両方のチャンネル間のレベルオフセットを維持したまま、全体のレベ
ルを調節できます。
移動範囲の端近くや、いったんマウスボタンを放したあとは、フェーダーの
オフセットは保持されません。

「最終段エフェクト / ディザリング (Final Eﬀect/Dithering)」ペイン
「マスターセクション」のこのペインでは、オーディオハードウェアに送られ
たりファイルとしてディスクに保存されたりする前の信号に、最終段エフェ
クトおよびディザリングを追加できます。

ペインを折りたたむ / 広げる (Fold/Unfold Pane)
ペインを広げるか、折りたたみます。
すべてのエフェクトをバイパス (Bypass All Eﬀects)
「最終段エフェクト / ディザリング (Final Eﬀect/Dithering)」ペインのエ
フェクトをバイパスします。
「プリセット (Presets)」ポップアップメニュー
プリセット設定を保存および読み込みできます。
「プリセット (Presets)」
ポップアップメニューでは、初期値バンクおよびエフェクトを保存した
り読み込んだりするための追加オプションを使用できます。
「エフェクトオプション (Eﬀect Options)」ポップアップメニュー
エフェクトスロットに別のエフェクトを読み込むことができます。ま
た、以下のオプションを利用できます。
•

「プラグインを削除 (Remove Plug-in)」を選択すると、スロットか
らエフェクトを削除できます。

•

「すべてのプラグインを下へ移動 (Shift All Plug-ins Down)」/「すべ
てのプラグインを上へ移動 (Shift All Plug-ins Up)」を使用すると、
エフェクトを別の位置に移動できます。

•

「アクティブ (Active)」をオンにすると、エフェクトがオンになり
ます。
「アクティブ (Active)」をオフにすると、エフェクトが再生
およびレンダリングから除外されます。
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処理をバイパス (Bypass Processing)
再生中またはレンダリング中もプラグインをバイパスします。このボタ
ンをオンにしても信号はプラグインによって処理されますが、再生され
るサウンドには適用されません。

ディザリング
ディザリングとは、デジタル録音において低レベルの歪みの可聴性を下げる
ために、少量のノイズを信号に加える技術です。サンプリング段階の前に少
量のランダムノイズをアナログ信号に加えると、量子化誤差の影響が低減さ
れます。
極めて低レベルの特殊なノイズを加えることで、量子化誤差を最小化できま
す。このとき加えるノイズは、録音データでは非常に低レベルの静かなヒス
音として知覚されます。ただし、これはほとんど視聴者が気付かない程度で、
ディザリングなしの場合に生じる音の歪みよりも望ましいです。
「ノイズ
シェーピング (Noise Shaping)」オプションを使用すると、このノイズを聴覚
上知覚できない周波数までフィルタリングできます。
WaveLab Elements でディザリングが適用されるのは、録音データのビット数
を減らす場合や (24 ビットから 16 ビットに移行する場合など)、処理を適用す
る場合です。

補足
ディザリングは常に出力バスのフェーダー段階のあと、およびすべての種類
のオーディオ処理のあとで適用する必要があります。
関連リンク
402 ページの「Internal Dithering」

ディザリングプラグイン
WaveLab Elements には、Internal ディザリングプラグインが用意されていま
す。ただし、他のディザリングプラグインを追加することもできます。
•

「マスターセクション」でディザリングプラグインを選択してオンにす
るには、
「最終段エフェクト / ディザリング (Final Eﬀect/Dithering)」ペ
インでプラグインのスロットをクリックして、ポップアップメニューで
いずれかのオプションを選択します。

•

ディザリングプラグインをオフにするには、
「最終段エフェクト / ディ
ザリング (Final Eﬀect/Dithering)」ポップアップメニューを開いて、
「プ
ラグインを削除 (Remove Plug-in)」を選択します。

関連リンク
402 ページの「Internal Dithering」
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「最終段エフェクト / ディザリング (Final Eﬀect/Dithering)」ペインへの他の
プラグインの追加
Internal ディザリング以外のディザリングプラグインを使用したい場合は、
「最終段エフェクト / ディザリング (Final Eﬀect/Dithering)」ペインにプラグ
インを追加できます。

補足
「マスターセクション」のメーターは、「最終段エフェクト / ディザリング
(Final Effect/Dithering)」ペインの前の信号を表示します。クリッピングを防
ぐために、レベル / パンメーターを使用できるときは各メーターを確認して、
プラグインの出力レベルを調節してください。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「プラグイン
(Plug-ins)」を選択します。

2.

「整理 (Organize)」タブを選択します。

3.

「最終段エフェクト / ディザリング (Final Eﬀect/Dithering)」ペインに追
加したいプラグインをリストで選択し、そのプラグインの「最終
(Final)」コラムのチェックボックスをオンにします。

結果
「最終段エフェクト / ディザリング (Final Eﬀect/Dithering)」ペインのポップ
アップメニューにプラグインが表示され、「マスターレベル」フェーダーのあ
とに挿入できるようになります。「ユーザー設定 (Preferences)」>「プラグイ
ン (Plug-in)」>「整理 (Organize)」>「エフェクト (Eﬀect)」コラムで対応する
エントリーがオンになっている場合は、このプラグインは通常のプリマス
ターエフェクトとしても選択できます。

ディザリングを適用する場合
基本的なルールとして、オーディオファイルを低い解像度に変換する場合は
ディザリングを適用します。たとえば、24 ビットのファイルを CD マスタリ
ング用に 16 ビット形式にするケースがあります。
ただし、16 ビットまたは 24 ビットのファイルをそのままの解像度で再生した
りレンダリングしたりする場合でも、WaveLab Elements でリアルタイム処理
を使用しているときはディザリングを適用する必要があります。その理由は、
WaveLab Elements では最高のオーディオ品質を保つために 32 ビット (浮動小
数点数) の解像度で内部処理を行なっているからです。そのため、何らかの処
理を行なうと、オーディオデータは元の 16 ビットや 24 ビットではなく、この
高い解像度で扱われることになり、ディザリングが必要になります。
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リアルタイム処理の例として、レベル調整、エフェクト、オーディオモン
タージュでの 2 つ以上のクリップのミキシングなどがあります。実際には、
16 ビットのファイルが 16 ビット解像度で再生されるのは、フェードやエフェ
クトなしで「マスターレベル」フェーダーを 0.00 (レベル調整なし、マスター
レベルインジケーターをオフ) に設定したときだけです。

レンダリング
「マスターセクション」で「実行 (Render)」をクリックしてエフェクトをレン
ダリングすると、エフェクトはファイルに永続的に書き込まれます。再生時
にリアルタイムですべての処理を実行する場合と異なり、オーディオ出力を
ディスク上のファイルに保存できます。
「マスターセクション」からの出力をディスク上のファイルに書き込むこと
で、
「マスターセクション」の処理をオーディオファイルに適用したり、オー
ディオモンタージュをオーディオファイルにミキシングしたりできます。
レンダリングにはいくつかの使用方法があります。
•

完成したオーディオモンタージュをオーディオファイルにミックスダウ
ンする。

•

「マスターセクション」のエフェクト、ディザリング、およびその他の
設定を適用し、ファイルを処理して新しいオーディオファイルに保存す
る。新しいオーディオファイルの形式を選択できるため、たとえば、エ
フェクトを追加して MP3 ファイルを作成したりできます。

•

オーディオファイルの一部または複数の箇所を、直接レンダリングする
か新しいファイルにレンダリングする。

ファイルのレンダリング
前提
オーディオファイルまたはオーディオモンタージュを設定します。

手順
1.

「マスターセクション」で、設定を行ないます。

2.

「マスターセクション」の一番下で、
「実行 (Render)」をクリックしま
す。

3.

レンダリング設定を行ないます。

4.

「実行後の値 (Result)」セクションで、
「名前を設定 (Named File)」をオ
ンにします。

5.

「形式 (Format)」フィールドをクリックして「形式を編集 (Edit Format)」
を選択します。
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6.

「オーディオファイルの形式 (Audio File Format)」ダイアログで設定を行
ない、
「OK」をクリックします。

7.

レンダリング処理の設定が完了したら、
「OK」をクリックします。

結果
ファイルがレンダリングされます。

補足
いくつかのファイルを使用している場合、複数のレンダリング操作を同時に
実行できます。
関連リンク
114 ページの「「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアロ
グ」
249 ページの「オーディオファイル形式プリセットの作成」

オーディオファイル形式プリセットの作成
手順
1.

「オーディオファイルの形式 (Audio File Format)」ダイアログで、オー
ディオファイル形式を指定します。

2.

「プリセット (Presets)」ポップアップメニューを開いて「名前を付けて
保存 (Save As)」を選択します。

3.

プリセットの名前を入力して「保存 (Save)」をクリックします。

関連リンク
114 ページの「「オーディオファイル形式 (Audio File Format)」ダイアロ
グ」

直接レンダリング
「オーディオエディター」では、オーディオファイルの一部または全体を処理
できます。この機能を使えば、オーディオファイル内の複数のオーディオ範
囲をすばやく処理したり、オーディオファイルで複数のプラグインの効果を
すばやくテストしたりできます。
次の場所で「直接レンダリング (Render in Place)」機能を選択できます。
•

「オーディオエディター」の「レンダリング (Render)」タブ

•

「マスターセクション」の「実行 (Render)」ボタンのコンテキストメ
ニュー

•

プラグインウィンドウのコマンドバー
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「レンダリング (Render)」タブで「直接レンダリング (Render in Place)」を選
択した場合、
「オプション (Options)」ポップアップメニューで追加のレンダ
リング設定を行なえます。
「マスターセクション」またはプラグインウィンド
ウで「直接レンダリング (Render in Place)」を選択した場合、次のレンダリン
グ設定が常にオンになります。
•

境界にフェードイン / アウトを適用 (Fade-in/out at boundaries)

•

バイパスされたプラグインを除外 (Exclude bypassed plug-ins)

補足
オーディオ範囲の処理が完了したあとには、プラグインや「マスターセク
ション」の自動的なバイパスは適用できません。
直接レンダリングの使用例を以下に示します。
ファイルを復元しているときに、3 つの 「DeClicker」プラグインの使用を検
討しているとします。最適な結果が得られるプラグインを使用します。
1)

3 つのプラグインをすべて「マスターセクション」に読み込みます。

2)

範囲を選択し、プラグイン 1 をソロにして、範囲を再生します。

3)

プラグイン 2 をソロにして、範囲を再生します。

4)

プラグイン 3 をソロにして、範囲を再生します。

5)

一番気に入ったプラグインをソロにして、
「直接レンダリング (Render in
Place)」をクリックするか、[Alt]/[Option]+[A] を押します。

関連リンク
251 ページの「「レンダリング (Render)」タブ」

オーディオの選択範囲の直接レンダリング
オーディオファイルの一部または全部にプラグインをレンダリングできます。
前提
「オーディオエディター」で、レンダリングしたいオーディオファイルを開
き、
「マスターセクション」の設定を行ないます。

手順
1.
2.

「マスターセクション」の一部のプラグインだけを使用したい場合は、
必要に応じて使用するプラグインをソロにします。
波形ウィンドウで、処理するオーディオ範囲を選択します。

3.

「レンダリング (Render)」タブを選択します。

4.

「ソース (Source)」セクションで、
「ソース」ポップアップメニューを開
いて「オーディオ選択範囲 (Selected Audio Range)」を選択します。
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5.

「実行後の値 (Result)」セクションで、
「置き換え (In Place)」をオンにし
ます。

6.

「オプション (Options)」セクションで、ポップアップメニューを開いて
レンダリング設定を行ないます。

7.

「レンダリング (Render)」セクションで、
「開始 (Start)」をクリックしま
す。

結果
オーディオの選択範囲またはオーディオファイル全体が処理されます。

「レンダリング (Render)」タブ
このタブでは、オーディオファイルのレンダリング対象範囲と処理後の形式
を選択できます。
•

「レンダリング (Render)」タブを開くには、
「マスターセクション」の一
番下にある「実行 (Render)」をクリックします。

以下のオプションは、オーディオファイルとオーディオモンタージュのレン
ダリングの両方で表示されます。
パート (Part)
•

「オーディオ選択範囲 (Selected Audio Range)」は、選択している
オーディオ範囲を処理します。

•

「特定のリージョン (Speciﬁc Region)」は、リージョンマーカーで
指定したオーディオ範囲を処理します。この項目の隣のポップ
アップメニューで、レンダリングするリージョンを選択します。

置き換え (In Place)
この項目をオンにすると、元のファイルの対象範囲がレンダリングされ
たオーディオ範囲で置き換えられます。
名称未設定のファイル (Unnamed File)
この項目をオンにすると、ファイルに名称未設定 (untitled) という名前
が付けられます。
名前を設定 (Named File)
この項目をオンにすると、レンダリングされたファイルの名前を指定で
きます。
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名前 (Name)
レンダリングされたファイルの名前を入力します。矢印アイコンをク
リックすると、いくつかの自動的な名前オプションから選択できるメ
ニューが表示されます。
命名規則 (Scheme)
カスタム変数、テキストスニペット、自動変数などに従って、ファイル
名を自動的に作成できます。たとえば、複数のソースをレンダリングす
る場合は、この項目をオンにして、レンダリングされたすべてのファイ
ルに数字の接頭辞を追加できます。
場所 (Location)
レンダリングされたファイルを保存するフォルダーを選択します。
形式 (Format)
「マルチオーディオファイル形式 (Multi Audio File Format)」ダイアログ
が表示されます。ファイルの形式を選択できます。
マスターセクションをバイパス (Bypass Master Section)
この項目をオンにすると、レンダリング時に「マスターセクション」の
プラグインとゲインはバイパスされます。
バイパスされたマスターセクションプラグインを除外 (Exclude Master
Section Bypassed Plug-ins)
この項目をオンにすると、再生中にバイパスされたプラグインは、レン
ダリングに使用されません。

補足
この設定は、WaveLab Elements でのバイパス設定には適用されますが、
プラグインでコントロールされるバイパス設定には適用されません。
リバーブテールなし (No Reverb Tail)
この項目をオンにすると、リバーブなどのエフェクトによってオーディ
オファイルの終わりが後ろに延びても、レンダリングされたファイルで
は、その部分がカットされます。
一部のプラグインでは、WaveLab Elements で残響時間を設定できませ
ん。その場合、この項目をオンにしても効果がありません。そのような
プラグインには、
「Silence」プラグインを追加して、ファイルの終わり
にサンプルを追加できます。
マーカーデータをコピー (Copy Markers)
この項目をオンにすると、対象範囲内にマーカーがある場合、レンダリ
ングされたファイルにもそのマーカーがコピーされます。
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処理済のオーディオファイルのマスターセクションをバイパスする (Bypass
Master Section on Resulting Audio File)
この項目をオンにすると、レンダリング後、処理済のオーディオファイ
ルの再生では、「マスターセクション」全体がバイパスされます。この
設定は、波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウの右下にあるボ
タンをクリックすることにより切り替えられます。

補足
この項目はオンにすることをおすすめします。エフェクトはファイルに
すでに適用済みであり、新しいファイルに再びエフェクトをかける必要
はないためです。
SoundCloud に書き出し (Export to SoundCloud)
この項目をオンにすると、レンダリング処理の終了後に、レンダリング
されたファイルが SoundCloud にアップロードされます。

オーディオファイルの「レンダリング (Render)」タブ
以下の「レンダリング (Render)」タブのオプションは、オーディオファイル
のレンダリングのみで使用できます。
パート (Part)
「ファイル全体 (Whole File)」は、ファイル全体を処理します。
置き換え (In Place)
この項目をオンにすると、元のファイルの対象範囲がレンダリングされ
たオーディオ範囲で置き換えられます。

オーディオモンタージュの「レンダリング (Render)」タブ
以下の「レンダリング (Render)」タブのオプションは、オーディオモンター
ジュのレンダリングのみで使用できます。
パート (Part)
「モンタージュ全体 (Whole Montage)」は、オーディオモンタージュ全
体を処理します。
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マスターセクションプリセットの保存
「マスターセクション」で行なったすべての設定をプリセットとして保存でき
ます。保存される設定には、使用するプラグインの種類、各プラグインの設
定、ディザリングオプションなどが含まれます。

手順
1.

「マスターセクション」を設定します。

2.

「マスターセクション」の一番上にある「プリセット (Presets)」をク
リックし、
「名前を付けて保存 (Save As)」を選択します。

3.

「マスターセクションプリセット」フォルダーに新しいサブフォルダー
を作成するには、
「マスターセクションプリセットの保存 (Save Master
Section Preset)」ダイアログで、パス名をクリックして名前を入力し、
「OK」をクリックします。

4.

「ファイル名」フィールドにプリセットの名前を入力します。

5.
6.

プリセットに保存するオプションを選択します。
「保存 (Save)」をクリックします。

「マスターセクションプリセットの保存 (Save Master Section
Preset)」ダイアログ
このダイアログでは、「マスターセクション」の設定をプリセットとして保存
したり、現在の「マスターセクション」のどの部分をプリセットに含めるか
指定したりできます。
•

「マスターセクションプリセットの保存 (Save Master Section Preset)」ダ
イアログを開くには、「マスターセクション」の一番上にある「プリ
セット (Presets)」をクリックし、
「名前を付けて保存 (Save As)」を選択
します。
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場所
ファイルエクスプローラー /Mac Finder でプリセットのルートフォル
ダーを開きます。ここでは、プリセットの保存用のサブフォルダーを作
成できます。
プリセットリスト
既存のすべてのプリセットがリストされています。
ファイル名 (Name)
保存するプリセットの名前を指定します。
エフェクトプラグインを保存する (Save Eﬀects Plug-ins)
この項目をオンにすると、エフェクトプラグインがプリセットとともに
保存されます。
リサンプリング設定を保存 (Save Resampling Settings)
この項目をオンにすると、リサンプリングの設定がプリセットとともに
保存されます。
マスターレベルの設定も保存する (Save Master Level Settings)
この項目をオンにすると、マスターレベルの設定がプリセットとともに
保存されます。
最終段エフェクト / ディザリングプラグインを保存 (Save Final
Effect/Dithering Plug-in)
この項目をオンにすると、最終段エフェクト / ディザリングプラグイン
がプリセットとともに保存されます。
ロックされたプラグインを除外する (Exclude Locked Plug-ins)
この項目をオンにすると、ロックされたプラグインは「マスターセク
ションプリセット」として保存されません。

マスターセクションプリセットの読み込み
あらかじめ保存しておいた「マスターセクションプリセット」や一時的に記
録した「マスターセクションプリセット」を読み込んだり、
WaveLab Elements バージョン 4/5/6 のプリセットを読み込んだりできます。
「マスターセクション」ウィンドウの一番上にある「プリセット (Presets)」
ポップアップメニューを開きます。
•

以前に Presets\Master Section フォルダーに保存したプリセットを読み
込むには、
「プリセット (Presets)」ポップアップメニューでプリセット
を選択します。

•

いずれかの場所にあるプリセットを読み込むには、
「プリセットの読み
込み (Load Preset)」を選択し、プリセットを選択して「開く (Open)」
をクリックします。

•

一時的に保存したプリセットを読み込むには、
「設定を呼び出す
(Restore)」サブメニューを開き、プリセットを選択します。
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•

WaveLab Elements バージョン 4/5/6 のプリセットを読み込むには、
「WaveLab Elements バージョン 4/5/6 のプリセットを読み込む (Load
WaveLab Elements 4/5/6 Preset)」を選択し、プリセットを選択して
「開く (Open)」をクリックします。

「マスターセクションプリセットの読み込み (Load Master Section
Preset)」ダイアログ
このダイアログでは、保存した「マスターセクションプリセット」を開くと
きにマスターセクションプリセットのどの部分を読み込むかを指定できます。
•

「マスターセクションプリセットの読み込み (Load Master Section
Preset)」ダイアログを開くには、「マスターセクション」の一番上にあ
る「プリセット (Presets)」をクリックし、
「プリセットの読み込み (Load
Preset)」を選択します。

このダイアログは、
「マスターセクション」の「プリセット (Presets)」メ
ニューで指定した場合のみ表示されます。「マスターセクション」の一番上に
ある「プリセット (Presets)」メニューを開き、
「プリセット選択時にオプショ
ンダイアログを表示 (Open Options Dialog when Selecting Preset)」をオンに
します。

これで、一時的に保存したプリセットを読み込んだり、保存したプリセット
を開いたりする場合に、以下のオプションのあるダイアログが表示されます。
名前 (Name)
プリセットの名前が表示されます。
エフェクトプラグインを読み込む / 置き換える (Load/Replace Eﬀect Plug-ins)
この項目をオンにすると、アクティブなエフェクトプラグインが削除さ
れ、新しいプラグインは一番上のスロットから挿入されます。
フォーカスされたスロットからエフェクトプラグインを挿入する (既存のプラ
グインを保持) (Insert Eﬀect Plug-ins from Focused Slot (Keep Existing
Plug-ins))
この項目をオンにすると、現在のエフェクトプラグインが保持され、新
しいプラグインは一番上のスロットから挿入されます。
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リサンプリング設定を読み込む / 置き換える (Load/Replace Resampling
Settings)
この項目をオンにすると、現在のリサンプリング設定がリセットされ、
新しい設定が読み込まれます。
マスターレベル設定を読み込む / リセットする (Load/Reset Master Level
settings)
この項目をオンにすると、現在の「マスターレベル」の設定がリセット
され、新しい設定が読み込まれます。
最終段エフェクト / ディザリングプラグインを読み込む / 置き換える
(Load/Replace Final Effect/Dithering Plug-in)
この項目をオンにすると、現在の最終段エフェクト / ディザリングプラ
グインが削除され、新しいプラグインが挿入されます。
プラグインウィンドウを開く (Open Plug-in Windows)
この項目をオンにすると、新しい「マスターセクションプリセット」を
読み込んだときにプラグインウィンドウが開きます。

マスターセクションの「プリセット (Presets)」ポップアップ
メニュー
このポップアップメニューには、
「マスターセクションプリセット」の保存、
管理、および読み込みを行なうためのオプションが表示されます。
•

「プリセット (Presets)」ポップアップメニューを開くには、
「マスターセ
クション」の一番上にあるプリセットペインをクリックします。

保存 (Save)
既存のプリセットに行なった変更を保存します。
名前を付けて保存 (Save As)
プリセットの名前と場所を指定できるダイアログが表示されます。
プリセットの整理 (Organize Presets)
「マスターセクション」の 「Preset」フォルダーが開きます。プリセット
の名前を変更したり、プリセットを削除したりできます。
プリセットの読み込み (Load Preset)
ファイルエクスプローラー /Mac Finder で「マスターセクションプリ
セット」を読み込むことができます。たとえば、別のソースから提供さ
れた、デフォルトのルートフォルダーにないプリセットを読み込みたい
場合に、この機能は役立ちます。
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プリセット選択時にオプションダイアログを表示 (Open Options Dialog when
Selecting Preset)
この項目をオンにすると、選択したプリセットの読み込み方法を選択で
きるダイアログが表示されます。
設定を一時的に記録 (Store Temporarily)
いずれかのスロットを選択してプリセットを一時的に保存できます。
設定を呼び出す (Restore)
以前に保存したプリセットを呼び出せます。
保存済みのプリセットのリスト
「マスターセクション」の 「Presets」フォルダーに保存されているプリ
セットのリストです。

バックグラウンドタスクのモニタリング
レンダリング中に処理をモニタリングして、タスクを休止したりキャンセル
したりできます。
波形ウィンドウおよびモンタージュウィンドウの下のステータスバーに、現
在のレンダリング処理の進捗状況が表示されます。対応するボタンで、レン
ダリングをキャンセルしたり休止したりできます。

関連リンク
342 ページの「環境設定」

音飛び
音飛びが最もよく発生するのは、コンピューターの処理パワーが足りず、使
用されているエフェクトプラグインをすべて処理できないときです。
音飛びを防ぐため、以下を試してみてください。
•

使用するエフェクトの数を減らします。

•

リアルタイム処理のかわりに、レンダリングを行ないます。次に、エ
フェクトを適用せずに、処理済みのファイルからマスタリングを行ない
ます。ファイルへのレンダリング時に音飛びは発生しません。

•

バックグラウンドでファイルを処理しないようにします。
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•

上記のどれも効果がなかった場合は、オーディオカードの環境設定を確
認します。オーディオバッファーの設定を変更しなければならない場合
があります。リアルタイムのマスタリング処理で音飛びが発生する場合
は、リマスタリングをおすすめします。再生を停止し、音飛びインジ
ケーターをクリックしてリセットしたうえで、もう一度試してみてくだ
さい。

259

マーカー

マーカーを使用すると、ファイルの特定の位置を保存して名前を付けられま
す。マーカーは編集操作や再生時に便利です。
たとえば、以下の用途に使用できます。
•

キューポイントや絶対時間の位置を指定する。

•

問題のあるセクションをハイライトする。

•

トラックを視覚的に区別する。

•

特定の位置に波形カーソルを設定する。

•

2 つの位置間にあるすべてのオーディオを選択する。

•

オーディオファイルのセクションをループ再生する。

1 ファイル内に設定できるマーカー数に制限はありません。

補足
「マーカー (Markers)」ウィンドウの機能はオーディオファイルおよびオー
ディオモンタージュの機能と同じです。ただし、オーディオモンタージュの
「マーカー (Markers)」ウィンドウには、クリップに関する追加のオプション
が用意されています。

マーカーの種類
利用できるマーカーの種類は以下のとおりです。
標準マーカー
位置を指定したり、2 点間のすべてのオーディオを選択したりできます。
標準マーカーは、録音中に作成できます。
リージョン開始 / 終了マーカー
標準リージョンの開始位置と終了位置を設定します。リージョン開始 /
終了マーカーは録音中に作成でき、2 つ 1 組で使用します。
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ループ開始 / 終了マーカー
ループ位置を設定するために使用します。「オーディオエディター」の
「処理 (Process)」タブからループ編集機能にアクセスする場合に必要で
す。ループ開始 / 終了マーカーは、オーディオの再生時には、
「ループ
(Loop)」モードに連結されます。このマーカーは編集時や、サウンドを
サンプラーに転送する前にループを作成する場合に役立ちます。ループ
マーカーは 2 つ 1 組で使用します。

「マーカー (Markers)」ウィンドウ
このウィンドウでは、オーディオファイルやオーディオモンタージュの操作
中に、マーカーを作成、編集、および使用できます。
•

「マーカー (Markers)」ウィンドウを開くには、オーディオファイルまた
はオーディオモンタージュを開き、
「ツールウィンドウ (Tool Windows)」
>「マーカー (Markers)」を選択します。

マーカーリスト
「マーカー (Markers)」ウィンドウには、アクティブなファイルにおけるすべ
てのマーカーのリストとその詳細情報およびコントロールが表示されます。
マーカーリストからマーカーを作成および編集できます。
マーカー番号
マーカーの番号をクリックすると、波形がスクロールして対応するマー
カーが表示されます。
プリロール付きで始めから再生 ( )
オーディオをプリロール付きでマーカーの位置から再生します。
また、[Alt]/[Option] を押したまま をクリックすると、短いプリロー
ル付きでマーカーの位置から再生できます。
始めから再生 ( )
オーディオをマーカーの位置から再生します。
マーカーの種類
マーカーの種類が表示されます。マーカーの種類を変更するには、マー
カーアイコンをクリックし、ポップアップリストから別のマーカーの種
類を選択します。
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名前 (Name)
マーカー名が表示されます。名前を変更するには、対応するセルをダブ
ルクリックし、新しい名前を入力します。
時間 (Time)
タイムルーラー上のマーカー位置が表示されます。位置を変更するに
は、対応するセルをダブルクリックし、新しい値を入力します。
長さ (デュレーション) (Length)
マーカーの開始位置と対応する終了マーカーの間の時間値が表示されま
す。
•

開始 / 終了マーカー間のリージョンをズームインするには、「長さ
(デュレーション) (Length)」コラムで、対応するセルをクリックし
ます。

•

開始 / 終了マーカー間のリージョンを選択するには、「長さ (デュ
レーション) (Length)」コラムで、対応するセルをダブルクリック
します。この機能は「オーディオエディター」のマーカーにのみ
使用できます。

ロック (Lock)
マーカーをロックできます。マーカーをロックすることで、波形ウィン
ドウやモンタージュウィンドウ内の別の位置にマーカーが不用意にド
ラッグされるのを防げます。マーカーをロックするには、対応する
チェックボックスをオンにします。
参照クリップ (Clip Reference) (オーディオモンタージュウィンドウのマーカー
にのみ使用できます)
クリップの左端または右端、および対応する波形にマーカーをロックで
きます。クリップを移動すると、対応するマーカーも一緒に移動しま
す。「参照クリップ (Clip reference)」コラムには、クリップ名が表示さ
れます。
オフセット (Oﬀset) (オーディオモンタージュウィンドウのマーカーにのみ使
用できます)
マーカーと基準点の間の長さが表示されます。

「機能 (Functions)」メニュー
「オーディオエディター」と「オーディオモンタージュ」ウィンドウのどちら
が開いているかによって、使用できるオプションが異なります。以下のオプ
ションは、オーディオファイルとオーディオモンタージュの両方で表示され
ます。
すべてを選択 (Select all)
マーカーリストのすべてのマーカーを選択します。
すべてを選択解除 (Deselect all)
すべてのマーカーの選択を解除します。
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選択したマーカーを削除 (Delete Selected markers)
選択したすべてのマーカーを削除します。
マーカーのデフォルト名 (Default Marker Names)
「マーカーのデフォルト名 (Default Marker Names)」ダイアログが表示さ
れます。マーカーの種類ごとにマーカーのデフォルト名を指定できま
す。
選択マーカーをロック (Lock Selected Marker)
選択したマーカーをロックします。この項目をオンにすると、マーカー
を移動したり削除したりできなくなります。
コマンドバーをカスタマイズ (Customize Command Bar)
マーカーに関するメニューおよびショートカットをカスタマイズできる
ダイアログが表示されます。
「機能 (Functions)」メニューの以下のオプションは、オーディオファイルのみ
で使用できます。
時間範囲内を選択 (Select in Time Range)
波形ウィンドウの選択範囲内のマーカーを選択します。
「機能 (Functions)」メニューの以下のオプションは、オーディオモンタージュ
のみで使用できます。
アクティブクリップの開始位置に選択マーカーをロック (Bind Selected
Markers to Start of Active Clip)
マーカーの基準位置を、アクティブクリップの開始位置に設定します。
このクリップの開始位置を移動すると、マーカーも一緒に移動します。
アクティブクリップの終了位置に選択マーカーをロック (Bind Selected
Markers to End of Active Clip)
マーカーの基準位置を、アクティブクリップの終了位置に設定します。
このクリップの終了位置を移動すると、マーカーも一緒に移動します。
クリップへのマーカーロックを解除 (Detach Selected Markers from Their
Associated Clip)
マーカーの基準位置をオーディオモンタージュの開始位置に設定しま
す。
マーカーをクリップ操作の対象に含める (Full Clip Attachment)
マーカーをクリップにロックして、クリップをコピー / 削除すると、
マーカーも一緒にコピー / 削除されるようにします。
コマンドバーをカスタマイズ (Customize Command Bar)
「キーボードショートカットの編集 (Customize Commands)」ダイアロ
グが表示されます。コマンドバーのボタンを表示するか非表示にするか
を個別に設定できます。
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「フィルター (Filter)」メニュー
「フィルター (Filter)」メニューを使用すると、マーカーリストおよびタイムラ
インに表示するマーカーの種類を設定できます。

マーカーの作成について
マーカーは、再生中または停止モードで作成できます。たとえば、選択範囲
をマークできます。
どのようなマーカーが必要か決まっている場合には、その特定のマーカーを
作成できます。また、標準マーカーを作成することもできます。

マーカーの作成
停止モードまたは再生中に、波形ウィンドウおよびモンタージュウィンドウ
でマーカーを作成できます。

手順
1.

2.

以下のいずれかを行ないます。
•

再生を開始します。

•

波形 / モンタージュウィンドウで、マーカーを挿入したい位置にカーソ
ルを合わせます。

以下のいずれかを行ないます。
•

「オーディオエディター」または「オーディオモンタージュ」ウィンドウ
で、
「挿入 (Insert)」タブを選択し、
「マーカー (Markers)」セクションで
マーカーアイコンをクリックします。

•

タイムルーラーの上部を右クリックし、コンテキストメニューからマー
カーを選択します。

•

[Insert]/[M] を押します。これにより、標準マーカーが作成されます。

選択範囲の開始位置および終了位置でのマーカーの作成
ループ再生、確認などの目的で選択範囲をマークできます。

手順
1.

波形ウィンドウで、範囲を選択します。

2.

以下のいずれかを行ないます。
•

「オーディオエディター」または「オーディオモンタージュ」ウィンドウ
で、
「挿入 (Insert)」タブを選択し、
「マーカー (Markers)」セクションで
マーカーペアを選択します。
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•

波形ウィンドウで、範囲を選択してから右クリックし、いずれかのマー
カーペアを選択します。

•

波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウで、範囲を選択してから
タイムルーラーの上を右クリックし、いずれかのマーカーペアを選択し
ます。

マーカーの複製
この機能により、既存のマーカーからマーカーをすばやく作成できます。

手順
•

波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウで、[Shift] を押したまま
マーカーをクリックしてドラッグします。

マーカーの削除
波形 / モンタージュウィンドウ、および「マーカー (Markers)」ウィンドウ
で、マーカーを削除できます。

波形 / モンタージュウィンドウでのマーカーの削除
•

波形 / モンタージュウィンドウで、マーカーを右クリックし、
「削除
(Delete)」を選択します。

•

マーカーアイコンをタイムルーラーより上の領域までドラッグアンドド
ロップします。

「マーカー (Markers)」ウィンドウでのマーカーの削除
この方法は、プロジェクトに多くのマーカーが存在している場合や、波形 /
モンタージュウィンドウで削除したいマーカーが表示されていない場合に便
利です。

手順
1.

「マーカー (Markers)」ウィンドウで、1 つ以上のマーカーを選択します。
または、
「機能 (Functions)」>「すべてを選択 (Select All Markers)」を選択しま
す。

2.

「選択したマーカーを削除 (Delete Selected Markers)」 をクリックする
か、
「機能 (Functions)」>「選択したマーカーを削除 (Delete Selected
Markers)」を選択します。
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マーカーの移動
波形ウィンドウおよびモンタージュウィンドウで、マーカーの位置を調節で
きます。

手順
•

波形 / モンタージュウィンドウで、タイムルーラー上の別に位置にマー
カーをドラッグします。
「吸着項目にスナップ (Snap to Magnets)」がオンになっている場合、マーカー
はカーソル位置、または選択範囲や波形の開始位置 / 終了位置にスナップしま
す。

マーカー間の移動
対応するマーカーボタンを使用して、前 / 次のマーカーにジャンプできます。
•

前 / 次のマーカーにジャンプするには、「表示 (View)」タブを選択し、
「カーソル (Cursor)」セクションで「前のマーカーへ (Previous Marker)」
/「次のマーカーへ (Next Marker)」をクリックします。

•

波形カーソルをマーカー位置に合わせるには、波形ウィンドウまたはモ
ンタージュウィンドウで、マーカーをダブルクリックします。

特定の種類のマーカーを非表示にする
画面を見やすくするために、特定の種類のマーカーを非表示にできます。

手順
1.
2.

「マーカー (Markers)」ウィンドウで、
「フィルター (Filter)」を選択しま
す。
非表示にするマーカーの種類をオフにします。
マーカーを再び表示するには、対応するマーカーの種類をオンにします。

マーカーの種類の変換
マーカーの種類を変換できます。
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1 つのマーカーの種類の変換
手順
1.
2.

「マーカー (Markers)」ウィンドウで、変換したいマーカーのアイコンを
クリックします。
リストから新しいマーカーの種類を選択します。

マーカー名の変更
マーカー名を変更できます。
•

波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウでマーカー名を変更する
には、マーカーを右クリックし、
「名前の変更 (Rename)」を選択し、新
しい名前を入力します。

•

「マーカー (Markers)」ウィンドウでマーカー名を変更するには、「ファ
イル名 (Name)」コラムのマーカー名をダブルクリックし、新しい名前
を入力します。

•

デフォルト名を編集するには、
「マーカー (Markers)」ウィンドウで、
「機能 (Functions)」>「マーカーのデフォルト名 (Default Marker
Names)」を選択します。

「マーカーのデフォルト名 (Default Marker Names)」ダイアログ
このダイアログでは、デフォルトのマーカー名を指定できます。
•

「マーカーのデフォルト名 (Default Marker Names)」ダイアログを開くに
は、
「マーカー (Markers)」ウィンドウを開き、「機能 (Functions)」>
「マーカーのデフォルト名 (Default Marker Names)」を選択します。

マーカーの種類
デフォルト名を指定するマーカーの種類を選択できます。
このマーカータイプのデフォルト名 (Default Name for This Marker Type)
選択したマーカーの種類のデフォルト名を指定できます。
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マーカーの選択
さまざまな方法で、マーカーを選択できます。
•

波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウで、マーカーをクリック
します。

•

「マーカー (Markers)」ウィンドウで、セルをクリックします。対応する
マーカーが選択されます。

•

[Ctrl]/[Command] および [Shift] を使用すると、複数のマーカーを選択で
きます。

マーカーアイコンの背景が変わり、マーカーが選択されていることがわかり
ます。

マーカー間のオーディオの選択
2 つの隣り合ったマーカーや任意の 2 つのマーカー間のオーディオを選択でき
ます。これにより、マーク済みのセクションを選択できます。
•

2 つの隣り合ったマーカー間のオーディオを選択するには、波形ウィン
ドウまたはモンタージュウィンドウで 2 つの隣り合ったマーカーの間を
ダブルクリックします。

•

2 つのマーカー間の複数のリージョンを選択するには、2 つの隣り合っ
たマーカーの間をダブルクリックし、2 度めのクリックのあとボタンを
押したまま、隣接するリージョンにドラッグして選択します。

•

リージョンマーカーペア間のオーディオを選択するには、[Shift] を押し
たままリージョンマーカーをダブルクリックします。

•

選択範囲をマーカーリージョンの終わりまで拡張するには、波形 / モン
タージュウィンドウで [Shift] を押したまま、選択したいマーカーリー
ジョン内をダブルクリックします。

•

「マーカー (Markers)」ウィンドウを開いて特定のマーカーに関する詳細
情報を表示するには、[Alt]/[Option] を押したままマーカーをダブルク
リックします。
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オーディオモンタージュ内のクリップへのマーカーのロック
「オーディオモンタージュ」ウィンドウで、マーカーをクリップにロックでき
ます。これにより、オーディオモンタージュ内でクリップを移動したり、ク
リップのサイズを変更したりしても、クリップの開始位置 / 終了位置に対す
るマーカーの相対位置はそのまま保持されます。
「マーカー (Markers)」ウィンドウの「機能 (Functions)」メニューを表示する
か、マーカーを右クリックすると、クリップとマーカーのロックに関するオ
プションを表示できます。
マーカーがクリップ要素にロックされている場合、マーカー名の前に青色の
文字が表示されます。

関連リンク
261 ページの「「マーカー (Markers)」ウィンドウ」

マーカー情報の保存方法
WaveLab Elements では、ファイル形式とは関係のない情報を保存する方法と
して MRK ファイルを使用します。ただし、アプリケーション間でマーカー情
報をやり取りできるようにするために、WaveLab Elements で Wave ファイル
のヘッダーに一部の情報を保存することもできます。
このような方式を採用することで、マーカー設定のみが変更された場合に、
ファイルをすばやく保存できます。ただし、そのためには、
「オーディオファ
イル環境設定 (Audio Files Preferences)」の「ファイル (File)」タブにある
「WAV ファイルのヘッダー部分にマーカー情報を書き込む (Write Markers in
WAV File Header)」をオフにする必要があります。初期設定では、MRK ファ
イルが作成され、情報は Wave ファイルのヘッダーに保存されます。
•

初めてファイルを読み込む場合、ループ位置はループマーカーとして読
み込まれ、表示されます。

•

Wave 形式でファイルを保存すると、ループ位置は、実際のファイルに
も MRK ファイルにも保存されます。

•

WaveLab Elements で追加されたマーカーと、別のアプリケーションで
追加されたマーカーが含まれるファイルを開くと、すべてのマーカーが
WaveLab Elements に表示されます。
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WaveLab Elements には、オーディオのモニタリングと解析に利用できるさま
ざまなオーディオメーターが用意されています。メーターは、オーディオの
再生、レンダリング、録音中にオーディオをモニタリングするために使用で
きます。また、再生停止時にはオーディオの選択範囲を解析するために使用
できます。

メータリングウィンドウ
各オーディオメーターに対して、1 つのインスタンスしか存在できません。
ほとんどのオーディオメーターでは、軸を回転して表示を縦 / 横に変更でき
ます。一部のメーターは、設定ダイアログでスタイルを指定したりパラメー
ターをカスタマイズしたりすることもできます。
関連リンク
41 ページの「ツールウィンドウとメーターウィンドウのドッキング / 切
り離し」

メーターの設定
ほとんどのメーターは、それぞれの設定ダイアログで設定できます。たとえ
ば、メーターの動作、スケール、表示色を調節できます。
•

メーターの設定ダイアログを表示するには、
「機能 (Functions)」>「設
定 (Settings)」を選択します。

•

設定の変更後に設定ダイアログを閉じずに結果を確認するには、
「適用
(Apply)」をクリックします。

•

設定ダイアログを閉じて変更を破棄するには、
「キャンセル (Cancel)」を
クリックします。この操作は、すでに「適用 (Apply)」ボタンをクリッ
クしていても有効です。
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メーターのリセット
「レベルメーター」など、一部のメーターの表示をリセットできます。

手順
•

メーターウィンドウで、
「表示をリセット (Reset)」 をクリックするか、
「機能 (Functions)」>「表示をリセット (Reset)」を選択します。

結果
メーターのすべての値と数値インジケーターがリセットされます。

レベルメーター
「レベルメーター」には、オーディオファイルのピークと平均のラウドネス /
デシベルレベルが表示されます。
•

「レベルメーター」を開くには、「メーター (Meters)」>「レベルメー
ター (Level Meter)」を選択します。

レベルメーター
「レベルメーター」には、以下のようにピークレベルと平均ラウドネスが表示
されます。
•

ピークレベルメーターには、各チャンネルのピークレベルがグラフィッ
クと数値で表示されます。

•

VU メーターは、各チャンネルの平均ラウドネス (RMS) を測定します。
これらのメーターには慣性が組み込まれているため、ユーザーが定義し
た時間帯のラウドネスの変化が安定します。再生または入力信号をモニ
タリングしている場合は、各 VU メーターバーの後ろに、2 本の垂直線
が表示されます。これらの線は、最新の最小 RMS 値の平均 (左側の線) お
よび最新の最大 RMS 値の平均 (右側の線) を示しています。左側には、最
小平均値と最大平均値の差が表示されます。これから、オーディオ素材
のダイナミックレンジの概要を知ることができます。
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•

最大ピーク値とラウドネス値は、メーターバーの右側に表示されます。
最大ピーク値の右側にあるカッコ内の数値は、クリッピングの発生回数
を示しています (0dB 信号ピーク)。1 と 2 の間の値であれば許容範囲です
が、数が大きい場合はマスターレベルを下げてデジタルディストーショ
ンを防ぐ必要があります。

•

録音レベルは、あまりクリップされないように設定する必要がありま
す。マスターレベルを高く設定しすぎると、音質と周波数特性が高い録
音レベルで損なわれ、不必要なクリッピングエフェクトが発生します。
レベルを低く設定しすぎると、録音されている主なサウンドに比べてノ
イズレベルが高くなる可能性があります。

レベルメーター設定 (Level Meter Settings)
「レベルメーター設定 (Level Meter Settings)」ダイアログでは、メーターの動
作、スケール、表示色を調節できます。
•

「レベルメーター設定 (Level Meter Settings)」ダイアログを開くには、
「レベルメーター (Level Meter)」ウィンドウを開き、
「機能 (Functions)」
>「設定 (Settings)」を選択します。

「ピークレベルメーター (Peak Meter)」セクション
動作 (Ballistics) - 下降率 (Release Rate)
表示されたピークが下がっていく速度を比率で設定します。
動作 (Ballistics) - ピークホールドタイム (Peak Hold Time)
ピーク値が表示される長さを設定します。ピークはラインまたは数値で
表示できます。メーターの高さが低すぎる場合、ラインのみが表示され
ます。
高 / 中 / 低レベル域 (Top/Middle/Low Zone)
これらのボタンを使うと、レベルメーターの高、中、低、それぞれのレ
ベル範囲の表示に別々の表示色を設定できます。高レベル域と中レベル
域の範囲を、それぞれの値を変更することで設定できます。

「VU メーター (ラウドネス) (VU-Meter (Loudness))」セクション
VU メーター (ラウドネス) (VU-Meter (Loudness))
VU メーターをオン / オフにします。
動作 (Ballistics) - 解像度 (Resolution)
ラウドネスの判定に使用される時間を設定します。値が小さくなるほ
ど、VU メーターがピークメーターのように反応します。
動作 (Ballistics) - 実行値検出解像度 (Range Inertia)
現時点までの最大値と最小値それぞれのラインの判定に使用される時間
を設定します。この値によってラウドネスの変化に対するラインの反応
速度が決まります。
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「全体の表示色 (Global Colors)」セクション
このセクションでは、メーターの背景、文字と記号、座標軸の表示色を選択
します。

「対象レベル範囲 (ピーク ＆ VU メーター) (Global Range (Peak and VU-Meter))」セクション
このセクションでは、表示されるレベル範囲の最小値と最大値を指定します。

スペクトロスコープ
「スペクトロスコープ」には、周波数スペクトラムが図として表示されます。
これらは 60 の個別の周波数帯域へと解析され、縦線として表示されます。
•

「スペクトロスコープ」を開くには、
「メーター (Meters)」>「スペクト
ロスコープ (Spectroscope)」を選択します。

ピークレベルは、対応する帯域の上に水平線として表示され、最近のピーク
値 / 最大値を示します。
「スペクトロスコープ」では、スペクトラムの概要を
すばやく確認できます。オーディオスペクトラムを詳細に解析する場合は、
「スペクトロメーター」を使用します。
「機能 (Functions)」メニューで、高いオーディオレベルのみを表示するか、中
程度および低いオーディオレベルも表示するかを指定できます。

オシロスコープ
「オシロスコープ」を使用すると、再生カーソル位置の周辺の波形を拡大して
表示できます。
•

「オシロスコープ」を開くには、「メーター (Meters)」>「オシロスコー
プ (Oscilloscope)」を選択します。
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ステレオのオーディオを解析しているときには、「オシロスコープ」には通
常、異なるレベルの 2 つのチャンネルが表示されます。ただし、
「機能
(Functions)」メニューで「和と差を表示 (Show Sum and Subtraction)」をオ
ンにすると、
「オシロスコープ」の上半分に 2 つのチャンネルの和が表示さ
れ、下半分に差が表示されます。

オシロスコープの詳細設定
「オシロスコープの詳細設定 (Oscilloscope Settings)」ダイアログでは、表示
色を設定し、
「自動ズーム (Auto-Zoom)」を有効にするかどうかを選択できま
す。
「自動ズーム (Auto-zoom)」を有効にした状態では、最高レベルが常に表
示の上部に達するように表示が最適化されます。この場合、小さな信号も確
認できます。
•

「オシロスコープの詳細設定 (Oscilloscope Settings)」ダイアログを開く
には、
「オシロスコープ (Oscilloscope)」ウィンドウを開き、「機能
(Functions)」>「設定 (Settings)」を選択します。
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この章では、WaveLab Elements での CD/DVD の書き込み処理について説明し
ます。ここでは、実際の書き込み処理を実行する準備ができていることを前
提としています。

「オーディオ CD の書き込み (Write Audio CD)」ダイアログ
このダイアログでは、オーディオモンタージュをオーディオ CD に書き込めま
す。
•

オーディオモンタージュをオーディオ CD に書き込む場合、
「CD」ウィ
ンドウを開き、
「機能 (Functions)」>「オーディオ CD の書き込み (Write
Audio CD)」を選択します。

ドライブ (Device)
書き込みに使用するドライブを選択できます。

補足
Mac では、WaveLab Elements を起動したあとでドライブにメディアを
挿入してください。起動前にメディアを挿入すると、ドライブはオペ
レーティングシステムに制御されるため、WaveLab Elements では利用
できません。
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デバイスを更新 (Update the Device List)
システムに接続されている光デバイスをスキャンします。この処理は、
このダイアログが開くときに自動的に行なわれます。新しい空のメディ
アを挿入したら、
「速度 (Speed)」メニューを更新するために内容を更新
するアイコンをクリックします。

補足
Mac では、WaveLab Elements を起動したあとでドライブにメディアを
挿入してください。起動前にメディアを挿入すると、ドライブはオペ
レーティングシステムに制御されるため、WaveLab Elements では利用
できません。
光メディアの取り出し (Eject Optical Medium)
選択したドライブ内の光メディアを取り出します。
デバイス情報 (Device Information)
「デバイス情報 (Device Information)」ダイアログが開き、選択したデバ
イスの情報が表示されます。
光ディスクを消去 (Erase Optical Disc)
選択したドライブにある光ディスクが書き換えできるメディアであれ
ば、光ディスクの内容を消去します。
マスターセクションをバイパス (Bypass Master Section)
この項目をオンにすると、オーディオ信号は、メディアに書き込まれる
前に「マスターセクション」によって処理されません。
速度 (Speed)
書き込み速度を選択できます。最高速度は、書き込みデバイスおよびデ
バイス内のメディアによって異なります。
枚数 (Copies)
書き込むコピーの数を入力できます。
テストのみ。書き込みは実行しない (Test Only, Do Note Write)
この項目をオンにして「OK」をクリックすると、CD の書き込みテスト
(シミュレーション) が開始されます。このテストが無事に完了すれば、
実際の書き込みも問題なく行なえます。書き込みテストで問題が生じた
場合は、書き込み速度を下げてもう一度試してみてください。
書き込み前に一時ファイルを作成 (Render to Temporary File before Writing)
この項目をオンにすると、書き込み前にディスクイメージが作成される
ため、バッファーアンダーランの危険がなくなります。プロジェクトに
おいて、書き込み時に多くのオーディオプラグインを使用する場合は、
この項目が役に立ちます。複数のコピーを書き込む場合は自動的にオン
に設定されます。この項目を利用すると書き込み操作にかかる時間は長
くなりますが、より高速な書き込み速度を選択できる場合があります。
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CD-Extra 対応 (新規セッション作成可) (CD-Extra Compatible (New Session
Possible))
この項目をオンにすると、CD Extra 規格に準拠したオーディオ CD が作
成されます。
完了後にディスクを排出 (Eject after Completion)
この項目がオンになっている場合、書き込みが終わると、メディアが排
出されます。

「光ディスクを消去 (Erase Optical Media)」ダイアログ
このダイアログでは、書き込み前に光ディスクの内容をすばやくまたは完全
に消去できます。
•

「光ディスクを消去 (Erase Optical Media)」ダイアログを開くには、
「オーディオ CD の書き込み (Write Audio CD)」ダイアログを開いてごみ
箱のアイコンをクリックします。

クイック消去 (Quick Erase)
ディスクのファイル一覧情報を消去します。
すべて消去 (Full Erase)
ディスクのすべての部分を消去します。
ブランクと表示されたディスクも強制的に消去 (Force Erasing Even If a Disk
Appears to Be Blank)
この項目をオンにすると、ブランクと認識されたディスクも消去しま
す。部分的な消去または最小限の消去を行なったディスクを完全に消去
する場合に、この項目を使用します。

オーディオモンタージュの書き込みについて
オーディオモンタージュを、オーディオ CD に書き込めます。
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オーディオ CD へのオーディオモンタージュの書き込み
前提
オーディオモンタージュを設定し、
「環境設定 (Global Preferences)」で CD の
書き込み設定を行ないます。

補足
Mac では、WaveLab Elements を起動したあとでドライブにメディアを挿入し
てください。起動前にメディアを挿入すると、ドライブはオペレーティング
システムに制御されるため、WaveLab Elements では利用できません。

手順
1.

必要に応じて、
「CD」ウィンドウで、「機能 (Functions)」>「CD の適合
性を確認 (Check CD Conformity)」を選択し、すべての設定が Red Book
規格に準拠していることを確認します。

2.

空の CD をドライブに挿入します。

3.

「CD」ウィンドウで、
「機能 (Functions)」>「オーディオ CD の書き込み
(Write Audio CD)」を選択します。

4.

「ドライブ (Device)」プルダウンメニューで、使用する書き込みデバイ
スを選択します。

5.

「マスターセクション」をバイパスする場合は、
「マスターセクションを
バイパス (Bypass Master Section)」を選択します。

6.

「速度 (Speed)」プルダウンメニューで、書き込み速度を選択します。

7.

書き込むコピーの数を選択します。
複数のコピーを書き込む場合、「書き込み前に一時ファイルを作成 (Render to
Temporary File before Writing)」をオンにすることをおすすめします。

8.

9.

(オプション) 以下の 1 つ以上の項目をオンにします。
•

書き込み操作が成功するかどうかをテストするには、「テストのみ。書き
込みは実行しない (Test Only, Do Note Write)」をオンにします。

•

オーディオモンタージュで多数のプラグインを使用する場合は、「書き込
み前に一時ファイルを作成 (Render to Temporary File before Writing)」を
オンにします。これによって、オーディオデータは、十分な速さで CD ラ
イターに送信されます。

•

CD Extra 規格に準拠したオーディオ CD を作成するには、
「CD-Extra 対応
(新規セッション作成可) (CD-Extra Compatible (New Session Possible))」
をオンにします。

•

書き込み操作後にディスクを自動的に取り出すには、「完了後にディスク
を排出 (Eject after Completion)」をオンにします。

「OK」をクリックします。

結果
書き込み操作が開始されます。
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関連リンク
275 ページの「「オーディオ CD の書き込み (Write Audio CD)」ダイアロ
グ」

CD-Text
CD-Text とは、Red Book CD 規格の拡張仕様です。これにより、タイトル、作
詞者、作曲者、ディスク ID などのテキスト情報をオーディオ CD に保存でき
ます。
テキストデータは、CD-Text 形式をサポートする CD プレーヤー上に表示され
ます。CD-Text は、オーディオ CD レポートに含めることもできます。

「CD-Text の編集 (CD-Text Editor)」ダイアログ
このダイアログでは、トラックタイトル、アーティスト、作詞者などの情報
を指定し、CD-Text として CD に書き込めます。
ディスク自体に関する情報と個々のトラックに関する情報を追加できます。
これらの情報は、水平方向にスクロールするテキストフィールド内に入力し
ます。ディスク全体用のフィールドのペインが 1 つと、各トラック用にそれ
ぞれのペインがあります。
•

「CD-Text の編集 (CD-Text Editor)」ダイアログを開くには、
「CD」ウィ
ンドウで、CD-Text を編集するトラックを選択し、
「機能 (Functions)」>
「CD-Text データの編集 (Edit CD-Text)」を選択します。

CD トラックマーカー名をコピー (Copy CD Track Marker Name)
CD トラックマーカー名をこのフィールドにコピーします。
CD トラック開始マーカー名をすべての CD トラックタイトルにコピー (Copy
CD Track Start Marker Name to All CD Track Titles)
各 CD トラックの開始マーカー名を、対応する CD トラックのタイトル
フィールドにコピーします。
後続のすべてのトラックにテキストをコピー (Copy Text to All Following
Tracks)
そのトラック以降のすべてのトラックにテキストをコピーします。
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スクロールバー
すべての CD-Text データをナビゲートできます。最初の位置が CD 全体
に対応し、その他の位置が各トラックに対応します。
言語 (Language)
ここでは CD の文字コードを選択します。

補足
文字が CD-Text 互換でない場合、「?」という文字が表示されます。
ASCII コードに制限 (Restrict to ASCII)
「西ヨーロッパ言語 (Western European language)」のオプションを選択
する場合、ASCII コードに文字を限定して、CD プレーヤーとの互換性を
高くすることをおすすめします。この項目をオンにして、互換性のない
文字を入力すると、
「?」という文字が表示されます。
CD-Text の書き込みを許可 (Enable CD-Text Writing)
この項目をオンにすると、CD-Text が CD に書き込まれます。

データ CD/DVD プロジェクト
データ CD/DVD プロジェクトは、データのみの CD、DVD、Blu-ray をコンパ
イルして書き込むため、または ISO イメージに書き込むために使用できます。
CD、DVD、Blu-ray、または ISO イメージにデータを書き込む前に、ディスク
の名前を入力したり、ディスクのファイル構造を変更したりできます。

データ CD/DVD プロジェクトの作成
データ CD/DVD プロジェクトは、データのみの CD、DVD、Blu-ray をコンパ
イルして書き込むため、または ISO イメージに書き込むために使用できます。

手順
1.
2.

「ファイル (File)」>「ツール (Tools)」>「データ CD/DVD (Data
CD/DVD)」を選択します。
以下のいずれかの方法を使用して、プロジェクトにファイルを追加しま
す。
•

WaveLab Elements の「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウ
またはファイルエクスプローラー /Mac Finder から、「データ CD/DVD
(Data CD/DVD)」ウィンドウにファイルをドラッグします。

•

オーディオファイルまたはオーディオモンタージュのタブを「データ
CD/DVD (Data CD/DVD)」ウィンドウにドラッグします。
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•

3.

ファイルタブを右クリックして、「追加先 (Add to)」>「データ CD/DVD
(Data CD/DVD)」を選択します。

必要に応じて、
「新規フォルダー (New Folder)」 をクリックし、フォル
ダー名を指定して、ドラッグでファイルを整理します。

データ CD/DVD プロジェクトの書き込み
前提
「データ CD/DVD (Data CD/DVD)」ダイアログを開き、データ CD/DVD に書き
込むファイルを追加します。

手順
1.
2.

3.

「データ CD/DVD の書き込み (Write Data CD/DVD)」 をクリックしま
す。
書き込みデバイスを選択します。
•

「ISO イメージ (ISO Image)」を選択した場合、ファイル名および保存場所
を指定します。

•

CD/DVD 書き込みドライブを選択した場合、書き込み速度を指定し、そ
の他の設定を行ないます。

「OK」をクリックします。

「データ CD/DVD (Data CD/DVD)」ダイアログ
このダイアログでは、データ CD/DVD プロジェクトを作成し、CD、DVD、
Blu-ray、または ISO イメージに書き込めます。
•

「データ CD/DVD (Data CD/DVD)」ダイアログを開くには、「ファイル
(File)」>「ツール (Tools)」>「データ CD/DVD (Data CD/DVD)」を選択
します。
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メディア (Media)
書き込むメディアタイプを選択できます。使用したいメディアのサイズ
がリストにない場合は、要件に最も近いサイズのメディアタイプを選択
します。
ボリューム名 (Volume Name)
CD/DVD のボリューム名を指定できます。
ファイルエクスプローラー /Mac Finder を開く
ファイルエクスプローラー /Mac Finder が開き、選択したファイルの場
所が表示されます。
選択したファイルとフォルダーを削除
選択したファイルとフォルダーを CD/DVD プロジェクトから削除しま
す。
新規フォルダー
フォルダーを作成します。サブフォルダーも作成できます。
データ CD/DVD の書き込み (Write Data CD/DVD)
「データ CD/DVD の書き込み (Write Data CD/DVD)」ダイアログが表示さ
れます。メディアに書き込めます。
データ CD/DVD リスト
CD/DVD プロジェクトの内容と、ファイルのサイズ、作成日、および数
が表示されます。
メディアで利用できる領域
メディアの使用済み領域を示します。データ CD/DVD プロジェクトの
「合計サイズ (Total Size)」は、データ CD/DVD リストの下に表示されま
す。
リセット (Reset)
データ CD/DVD プロジェクトからすべてのファイルを削除します。

「データ CD/DVD の書き込み (Write Data CD/DVD)」ダイアログ
このダイアログでは、データ CD/DVD プロジェクトを CD/DVD または ISO
ファイルに書き込めます。
•

「データ CD/DVD の書き込み (Write Data CD/DVD)」ダイアログを開くに
は、
「データ CD/DVD (Data CD/DVD)」ダイアログを開き、
「データ
CD/DVD の書き込み (Write Data CD/DVD)」をクリックします。
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ドライブ (Device)
書き込みに使用するドライブを選択するか、
「ISO イメージ (ISO Image)」
を選択してハードディスクにファイルを書き込みます。ISO イメージを
書き込むと、あとで光メディアに書き込むためのコピーが作成されま
す。

補足
Mac では、WaveLab Elements を起動したあとでドライブにメディアを
挿入してください。起動前にメディアを挿入すると、ドライブはオペ
レーティングシステムに制御されるため、WaveLab Elements では利用
できません。
デバイスを更新 (Update the Device List)
システムに接続されている光デバイスをスキャンします。この処理は、
このダイアログが開くときに自動的に行なわれます。新しい空のメディ
アを挿入したら、
「速度 (Speed)」メニューを更新するために内容を更新
するアイコンをクリックします。
光メディアの取り出し (Eject Optical Medium)
選択したドライブ内の光メディアを取り出します。
デバイス情報 (Device Information)
「デバイス情報 (Device Information)」ダイアログが開き、選択したデバ
イスの情報が表示されます。
光ディスク /ISO イメージを消去 (Erase Optical Medium/ISO Image)
選択したドライブにある光メディアが書き換えできるメディアであれ
ば、光メディアの内容を消去します。
「ISO イメージ (ISO Image)」を選
択している場合、このボタンをクリックすると既存の ISO ファイルが削
除されます。
ISO ファイル名 (ISO File Name)
「ドライブ (Device)」メニューで「ISO イメージ (ISO Image)」を選択し
た場合、ISO ファイルのファイル名とファイルの場所をテキストフィー
ルドに指定します。
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速度 (Speed)
書き込み速度を選択できます。最高速度は、書き込みデバイスおよびデ
バイス内のメディアによって異なります。
テストのみ。書き込みは実行しない (Test Only, Do Note Write)
この項目をオンにして「OK」をクリックすると、CD の書き込みテスト
(シミュレーション) が開始されます。このテストが無事に完了すれば、
実際の書き込みも問題なく行なえます。書き込みテストで問題が生じた
場合は、書き込み速度を下げてもう一度試してみてください。
CD-Extra セッションを作成 (Create CD-Extra Session)
この項目をオンにすると、データがオーディオトラックのあとの新しい
セッションに書き込まれます。この機能により、CD Extra (Enhanced CD
または CD Plus とも呼ぶ) が作成されます。この機能を利用するには、
CD-Extra オプションを使用して、ドライブ内の CD にオーディオトラッ
クを書き込んでおく必要があります。オーディオトラックを書き込んで
いない場合、ディスクは正しく作成されません。
書き込み後に検査 (Verify After Write)
この項目をオンにすると、書き込みのあと、ディスクに書き込まれた
データが自動的に検証されます。
検査の前に取り出し (Eject Before Verifying)
この項目をオンにすると、ドライブが書き込み状態になる検査の前に
ディスクが取り出されます。

補足
これは、ディスクを自動的に回収できるドライブでのみ可能です。
完了後にディスクを排出 (Eject After Completion)
この項目がオンになっている場合、書き込みが終わると、ディスクが排
出されます。

オーディオ CD の形式について
ここでは、CD の作成方法について理解を深めるために、CD 形式に関する背
景情報を説明します。

基本的な CD 形式
CD ディスクのコンテンツには、オーディオ CD、CD-ROM、CD-I など、さま
ざまな形式があります。これらはすべて少しずつ異なります。
オーディオ CD の仕様は、Red Book と呼ばれています。WaveLab Elements
は、この規格に準拠しています。
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補足
Red Book CD は、実際のファイル形式ではありません。CD のオーディオはす
べて、1 つの大きなファイルに保存されます。これは各ファイルが別々に保存
されるハードディスクなどとは異なります。すべてのオーディオは、実際に
は、1 つの長いデジタルデータのストリームであることに注意してください。

CD-Extra のサポート
CD-Extra は、Mixed Mode CD のように、1 枚の CD にオーディオとデータの両
方を書き込める形式です。オーディオ CD を書き込む際に、CD-Extra
(Enhanced CD または CD Plus とも呼ぶ) をサポートするようにデータを準備で
きます。
Mixed Mode CD と CD-Extra の違いは、Mixed Mode CD では、最初のトラック
のあとにオーディオが配置されるのに対し、CD-Extra 形式の CD では、オー
ディオが先に配置され、データがそのあとに続きます。
Mixed Mode CD と違い、CD-Extra では Red Book のオーディオ CD のすべての
機能を利用できます。CD-Extra をサポートした形式でオーディオ CD を書き込
んだあと、データ CD プロジェクトを作成して書き込むことにより、データを
別のセッションで CD に追加できます。

補足
一部のコンピューターの CD ドライブでは、CD-Extra 形式の CD が認識されな
い場合があります。

オーディオ CD のイベントの種類
CD 上のオーディオの各セクションを指定するために、3 種類のイベントを使
用できます。
トラック開始
1 枚の CD には、最大 99 のトラックを含めることができます。各トラッ
クは、開始位置のみで識別されます。
トラックのサブインデックス
高性能の CD プレーヤーでは、1 つのトラックをサブインデックスに分
割できます (単にインデックスと呼ぶこともあります)。サブインデック
スは、トラック内の重要な位置を特定するために使用します。各トラッ
クには、98 のサブインデックスを含めることができます。ただし、サブ
インデックスを検索して見つけるのは難しくて時間がかかるため、この
情報は多くの CD プレーヤーで無視されます。
休止
休止は各トラックの前に追加されます。休止の長さは変更できます。一
部の CD プレーヤーでは、トラック間の休止情報が表示されます。
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フレーム、位置、スモールフレーム、ビット
オーディオ CD 上のデータは、複数のフレームに分割されています。
1 フレームは、588 のステレオサンプルから構成されています。75 フレーム
で、1 秒のオーディオが構成されます。75×588=44100 になり、CD 形式のサ
ンプリング周波数は 44100Hz (1 秒あたりのサンプル数が 44100) であるため、
この値はオーディオ 1 秒と等しくなります。WaveLab Elements で CD 上の
データの位置を指定する場合、mm:ss:ﬀ (分 : 秒 : フレーム) という形式で行な
います。1 秒は 75 フレームあるので、フレームの値は 0 から 74 です。
技術的に、CD でフレームより小さいものを指定する方法はありません。その
ため、CD トラックのサンプルの長さがフレームの正確な数と等しくない場
合、末尾に空白のオーディオを追加する必要があります。また、CD 上である
位置を識別する際には、1 フレームより近い位置を指定することはできませ
ん。フレームの途中にあるデータが必要な場合でも、フレーム全体を読み込
む必要があります。これもハードディスクとは異なる点です。ハードディス
クでは、周囲のデータを読み込むことなく、ディスク上の任意のバイトを取
得できます。
しかし、フレームは CD で最小のデータブロックではなく、「スモールフレー
ム」と呼ばれるものがあります。1 つのスモールフレームは、588 ビットで構
成されます。98 のスモールフレームで、通常の 1 フレームが構成されます。
各スモールフレームには、ステレオサンプル 6 つ分のスペースだけがありま
す。そのため、実際のオーディオ以外に多くのスペースをデータ用に使用で
きることになります。エンコード、レーザー同期、エラー修正、およびト
ラック境界を識別するための PQ データのための情報があります。この PQ
データは、自分で CD を作成するユーザーにとって非常に重要です。
WaveLab Elements ではこれを簡単に扱うことができます。

ISRC コード
国際標準レコーディングコード (ISRC) は、商品流通を目的とする CD のみで使
用される識別コードです。WaveLab Elements では、オーディオトラックごと
に ISRC コードを指定できます。これらのコードは、出版社またはクライアン
トから提供されます。
ISRC コードは、以下のように構成されています。
•

国名コード (ASCII 文字で 2 文字)

•

登録者コード (ASCII 文字または数字で 3 文字)

•

録音した年 (2 桁の数字または ASCII 文字)

•

シリアル番号 (5 桁の数字または ASCII 文字)

多くの場合、文字を読みやすくするために文字のグループがハイフンで区切
られていますが、ハイフンはコードの一部ではありません。
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UPC/EAN コード
UPC/EAN コード (統一商品コード / 欧州商品コード) は、商品流通を目的とす
る商品 (CD など) のカタログ番号です。CD では、このコードは「メディアカ
タログ番号」とも呼ばれ、1 枚のディスクにこのコードが 1 つ割り当てられて
います。これらのコードは、出版社またはクライアントから提供されます。
UPC は、米国とカナダで広く使用されている 12 桁のバーコードです。
EAN-13 は、GS1 標準化機構が定義した 13 桁 (12 桁 + 1 桁のチェックサム) の
バーコード規格です。現在では、EAN は International Article Number (国際商
品番号) という名前に変更されていますが、略称は引き続き使用されていま
す。

プリエンファシス
CD プリエンファシスとは、リプロダクション時に周波数を下げて全体的な
S/N 比を改善するために、周波数帯域内において、ほかの周波数帯域 (通常は
低周波数帯域) に比べて一部の周波数帯域 (通常は高周波数帯域) の大きさを増
幅する処理のことです。
プリエンファシスは一般に、電気通信、デジタルオーディオ録音、レコード
カッティング、および FM 放送の送信に使用されます。トラックにプリエン
ファシスを行なっている場合、
「オーディオ CD の読み込み (Import Audio
CD)」ダイアログの「プリエンファシス」 コラムにチェックマークが表示さ
れることがあります。

ディスクアットワンス - 複製用の CD-R を実際の CD に書き込む
WaveLab Elements では、オーディオ CD はディスクアットワンスモードのみ
で書き込まれます。
•

実際の CD 制作用のマスターとして使用する CD-R を作成する場合、
CD-R をディスクアットワンスモードで書き込む必要があります。この
モードでは、ディスク全体が 1 回の行程で書き込まれます。CD を書き
込む方法は、他にもトラックアットワンスおよびマルチセッションがあ
ります。これらの書き込み方式を使用する場合、CD-R からマスタリン
グを行なおうとすると、さまざまな録音行程をリンクするために作成さ
れたリンクブロックが、修正できないエラーと認識されます。また、CD
再生時にこれらのリンクが原因でクリックノイズが発生してしまうこと
もあります。

•

ディスクアットワンスモードでは、トラック間の休止時間の長さを、よ
り柔軟に指定できます。

•

ディスクアットワンスは、サブインデックスをサポートする唯一のモー
ドです。
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オンザフライ書き込みと CD イメージ
WaveLab Elements では、CD をオンザフライ方式で書き込みます。そのため、
書き込み前に CD イメージは作成されません。この方式では、CD/DVD の書き
込み時間が短縮され、必要なディスク領域が減ります。ただし、CD/DVD を
書き込む前にイメージを作成することもできます。
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この章では、ループに関するさまざまな操作について説明します。ループは、
多くの演奏音が無限に (または、少なくとも非常に長く) 繰り返される状態を
シミュレートするために使用されます。WaveLab Elements には、非常に複雑
なタイプのサウンドでもなめらかなループを作成できるツールが用意されて
います。

基本的なループ
サウンドをループさせることで、サンプルを部分的に何度も繰り返し、無限
の長さの反復を作成できます。サンプラーの楽器演奏は、たとえば、オルガ
ンサウンドのループをベースにしています。
WaveLab Elements では、ループマーカーによってループを定義します。ルー
プマーカーは、他の種類のマーカーと同じように追加、移動、編集できます。
ループポイントに適した位置を見つけるために、以下の点に注意してくださ
い。
•

通常、長いループが最も自然に聞こえます。ただし、途中に安定した部
分 (均一なサステイン部分) がないサウンドの場合、適切な長いループを
見つけるのは難しいかもしれません。
たとえば、徐々に消えていくピアノの音をループするのは困難ですが、
これは、ループの開始位置の方が終了位置よりも音が大きいためです。
フルートの場合、サステイン部分のサウンドが安定しているため、簡単
にループできます。

•

アタックの少しあと、サステイン部分に入ってサウンドが安定したとき
に、ループの開始位置を設定するようにします。

•

長いループを設定する場合、なるべく遅く、ただしサウンドが消えて
いって無音になり始める前に、ループを終えるようにします。

•

短いループは、曲中で適切な位置を見つけるのが困難です。終わりの方
に配置するようにしてみてください。

補足
ループ全般の詳細と、使用中のサンプラーの詳しい機能については、サンプ
ラーのマニュアルを参照してください。
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基本的なループの作成
手順
1.

「オーディオエディター」で、ループさせたいオーディオ範囲を選択し
ます。

2.

ルーラーの上部を右クリックして、「選択範囲をループに設定 (Create
Loop from Selection)」を選択します。

3.

トランスポートバーで、
「ループ (Loop)」をオンにします。

4.

ループを再生し、マーカーの位置を調節してループを修正します。

タスク終了後の項目
この方法では、切り換わりのポイントでクリックが発生したり音色が急に変
化したりすることがあるため、必ずしもよいループを作成できるわけではあ
りません。
この方法はループの基本的な長さの設定に使用し、
「ループ調整 (Loop
Tweaker)」と「ループ音の均質化 (Loop Tone Uniformizer)」を使ってループ
を最適化することをおすすめします。

ループの調節
「ループ調整 (Loop Tweaker)」ツールを使用すると、オーディオのリージョン
を調節してなめらかなループを作成できます。
「ループ調整 (Loop Tweaker)」
では、既存のループ範囲が適切にループするように調節したり、ループの作
成に適していない素材からループを作成したりできます。
2 つのループマーカーの間の範囲を読み取って、ループポイントを自動的に検
出できます。ループポイント設定時の精度は、パラメーターを指定して決定
できます。
ループポイントの自動検出がうまくいかない場合は、ループの開始位置と終
了位置周辺の波形範囲をクロスフェードすることで、なめらかなループが作
成されるように波形を処理できます。
「ループ調整 (Loop Tweaker)」を使用するには、まず、ループマーカーを 2 つ
1 組で使用してループを定義する必要があります。

「ループポイント (Loop Points Adjustment)」タブ
「ループ調整 (Loop Tweaker)」ダイアログの「ループポイント (Loop Points
Adjustments)」タブでは、波形を左右にドラッグすることによってループ範
囲を手動で調節できます。また、自動検出ボタンを使用して、一番近くにあ
るループの作成に適したループポイントを見つけることもできます。この機
能の目的は、2 つの波形がなるべくきっちりと一致するように、ゼロクロッシ
ング位置で波形をそろえて並べることです。このダイアログでループの開始
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位置と終了位置を調節すると、メイン波形ウィンドウ内のループ開始マー
カーとループ終了マーカーも同時に移動します。この動作は、マーカーを移
動させる量および選択している表示倍率に応じて、画面上で確認できない場
合があることに注意してください。
再生中にトランスポートバーの「ループ (Loop)」をオンにしておくと、ルー
プマーカーを調節した場合の違いを確認できて作業しやすくなる場合があり
ます。ループポイントを調節しただけでクロスフェードやループ後のフェー
ドを使用していない場合は、「適用 (Apply)」をクリックする必要はありませ
ん。このダイアログを開いたまま、メイン波形ウィンドウのマーカーの位置
を手動で変更することもできます。

「クロスフェード (Crossfade)」タブ
このタブでは、ループの終了部分のオーディオとループの開始部分のオー
ディオの間にクロスフェードを適用できます。これにより、ループの終わり
から始まりへ、なめらかに移行させることができます。特に、ループの作成
に適していない素材を使用する場合に便利です。クロスフェードエンベロー
プを調節するには、エンベロープのドラッグポイントまたは値のスライダー
を使用します。クロスフェードを作成するには「適用 (Apply)」をクリックし
ます。

「ループ後のフェード (Post-Crossfade)」タブ
このタブでは、ループのコピーをオーディオにミキシングすることで、ルー
プの終了位置にクロスフェードを適用できます。クロスフェードエンベロー
プを調節するには、エンベロープのドラッグポイントまたは値のスライダー
を使用します。ループ後のフェードを作成するには「適用 (Apply)」をクリッ
クします。
ループ後のフェードとは、ループ後に再生が続く際にグリッチが生じないよ
うに、ループのあとのオーディオにループをクロスフェードすることです。
ループ後のフェードはループのコピーをオーディオにミキシングすることで
作成します。

ループの調節
「ループ調整 (Loop Tweaker)」ツールを使用してループを調節できます。
前提
基本的なループを設定します。

手順
1.

「オーディオエディター」で、調節したいループのループ開始マーカー
とループ終了マーカーの間をクリックして、そのループを選択します。

2.

「処理 (Process)」タブを選択します。

3.

「ループ (Loop)」セクションで、
「調整 (Tweaker)」をクリックします。
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4.

「ループ調整 (Loop Tweaker)」ダイアログで、ループを調節します。

5.

「適用 (Apply)」をクリックします。

ループポイントの手動による移動
切り換わりのポイントでループにグリッチやポップ音が残っている場合、
「ループ調整 (Loop Tweaker)」ツールを使用してポイントを少しずつ移動させ
て、グリッチを取り除けます。
この操作は波形ディスプレイでループポイントを移動させる作業と似ていま
すが、適切なループポイントを見つけやすいように視覚的に確認できる点が
異なります。
「ループ調整 (Loop Tweaker)」ダイアログの「ループポイント (Loop Points
Adjustment)」タブで、2 種類の方法を使用してループポイントを手動で移動
できます。
•

波形を左右にドラッグする。

•

波形の下の緑色の矢印を使用して、オーディオを少しずつ左右に移動す
る。クリックするたびに、1 サンプルずつループポイントが移動します。

ループポイントを手動で移動する場合は以下のように操作します。
•

終了位置を前後に移動するには、ディスプレイの左側を移動します。

•

開始位置を前後に移動するには、ディスプレイの右側を移動します。

•

開始位置と終了位置を同時に移動するには、
「開始 / 終了部を連結移動
(Link Start and End Points)」をオンにします。この場合、いずれかの
ループポイントを調節すると、ループの長さが変わらないよう保持され
たまま、ループ全体が移動します。

•

波形ウィンドウでループマーカーを調節することもできます。

ループポイントに適した位置の自動的な検出
「ループ調整 (Loop Tweaker)」ツールでは、ループポイントに適した位置を自
動的に検出できます。

手順
1.

「オーディオエディター」で、調節したいループのループ開始マーカー
とループ終了マーカーの間をクリックして、そのループを選択します。

2.

「処理 (Process)」タブを選択します。

3.

「ループ (Loop)」セクションで、
「調整 (Tweaker)」をクリックします。

4.

「ループ調整 (Loop Tweaker)」ダイアログの「ループポイント (Loop
Points Adjustment)」タブで、
「開始 / 終了部を連結移動 (Link Start and
End Points)」がオフになっていることを確認します。
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5.

「自動検出 (Automatic Search)」セクションで、「基準とする類似度
(Aimed Correspondence)」と「検出精度 (Search Accuracy)」を指定し
ます。

6.

黄色の矢印ボタンをクリックして、ループポイントに適した位置の自動
検出を開始します。
WaveLab Elements により、現在の位置と適合するポイントが検出されるまで、
前または後ろにオーディオがスキャンされます。マウスを右クリックすると、
いつでもスキャンを停止できます。その場合、検出済みの最適な箇所に戻りま
す。

7.

ループを再生して確認します。

8.

(オプション) より適したループポイントを探したい場合は、検出を繰り
返します。

ループポイントの一時的な保存
ループポイントを一時的に保存したり、保存したループポイントを呼び出し
たりすることで、異なるループ設定を比較できます。
前提
基本的なループを設定して「ループ調整 (Loop Tweaker)」ツールを開きます。

補足
•

波形ウィンドウとモンタージュウィンドウのそれぞれに、ループポイン
トを一時的に保存できる 5 つのスロットがあります。ループポイントの
組み合わせが複数あるファイルの場合、誤ったループポイントの組み合
わせを呼び出さないように注意する必要があります。

•

一時的に保存されるのはループ位置のみです。

手順
1.
2.

「ループポイント (Loop Points Adjustment)」タブの「一時メモリー
(Temporary Memories)」セクションで、「M」をクリックします。
5 つのメモリースロットのいずれかを選択します。

ループのクロスフェード
クロスフェードにより、ループの終わりから始まりへ、なめらかに移行させ
ることができます。特に、ループの作成に適していない素材を使用する場合
に便利です。
場合によっては、グリッチが生じないループが見つからないことがあります。
特にステレオ素材では、ループに適した箇所が片方のチャンネルにしか見つ
からないことがあります。
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このような場合は、クロスフェードによってループの終わりをぼかすことで、
自然にループするように処理できます。このように処理するには、ループの
開始位置より前の部分をループの終了位置より前の部分とミキシングします。

補足
このテクニックを使うと波形が変わってしまい、サウンドに影響が出ます。

クロスフェードの作成
手順
1.

「オーディオエディター」で、できるだけ適切なループを作成します。

2.

「処理 (Process)」タブを選択します。

3.

「ループ (Loop)」セクションで、
「調整 (Tweaker)」をクリックします。

4.

「ループ調整 (Loop Tweaker)」ダイアログで、クロスフェードまたは
ループ後のフェードのどちらを作成するか決定します。
•

クロスフェードを作成する場合は、
「クロスフェード (Crossfade)」タブを
クリックします。

•

ループ後のフェードを作成する場合は、「ループ後のフェード
(Post-Crossfade)」タブをクリックします。

5.

「ループの終わりとループ以前のオーディオをクロスフェード
(Crossfade Audio at End of Loop with Audio before Loop)」(「クロス
フェード (Crossfade)」タブ) または「ループ以降のオーディオとループ
の始めをクロスフェード (Crossfade Audio after Loop with Audio of Loop
Start)」(「ループ後のフェード (Post-Crossfade)」タブ) がオンになって
いることを確認します。

6.

クロスフェードの長さを指定します。長さハンドルをドラッグするか、
グラフの下の「長さ (Length)」の値を調節します。

7.

クロスフェードカーブを指定します。カーブハンドルをドラッグする
か、
「カーブ形状 : ゲイン均等〜パワー均等 (Shape (from Equal Gain to
Equal Power))」の値を調節します。
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8.

「適用 (Apply)」をクリックします。
サウンドが処理されます。「適用 (Apply)」をクリックするたびに、前のループ
処理が自動的に取り消されます。これにより、さまざまな設定をすばやく試す
ことができます。

補足
クロスフェードを適用したあとでループポイントを移動しないでください。波
形は、その時点のループ設定に合わせて処理されています。

タスク終了後の項目
•

「ループポイント (Loop Points Adjustment)」タブを開いて「処理後の
オーディオを表示 (Display Processed Audio)」をオンにすることで、ク
ロスフェードを視覚的に確認できます。この項目をオンにすると、クロ
スフェードが適用された波形のプレビューが表示されます。この項目を
オフにすると、元の波形が表示されます。オン / オフを切り替えること
で、2 つの波形を比較できます。

ループ後のフェード
ループ後のフェードとは、ループ後に再生が続く際にグリッチが生じないよ
うに、ループのあとのオーディオにループをクロスフェードすることです。
ループ後のフェードはループのコピーをオーディオにミキシングすることで
作成します。
ループ後のフェードは、
「ループ調整 (Loop Tweaker)」ダイアログの「ループ
後のフェード (Post-Crossfade)」タブで設定します。
ループ後のフェードでは、ループの開始位置直後の波形部分を解析して、
ループの終了位置以降の特定範囲を処理します。その範囲のサイズは、長さ
のパラメーターで調節します。それ以外は通常のクロスフェードと同じです。

ループ調整
このダイアログでは、ループの開始位置と終了位置を調節し、境界部分にク
ロスフェードを適用できます。ループの開始位置と終了位置は、ループ開始
マーカーとループ終了マーカーで指定します。
オーディオファイル内にループマーカーのペアが複数ある場合は、ループ
マーカーペアの間の領域をクリックすると、それぞれの開始位置と終了位置
を調節できます。
•

「ループ調整 (Loop Tweaker)」ダイアログを開くには、「オーディオエ
ディター」を開いて「処理 (Process)」タブを選択し、
「ループ (Loop)」
セクションで「調整 (Tweaker)」を選択します。
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「ループポイント (Loop Points Adjustment)」タブ

このダイアログの上部には、ループマーカーの間にある波形の開始部分と終
了部分が表示されます。このダイアログの下部では、以下のオプションを使
用できます。
ループ終了 (Loop End) - 内側の矢印
ループの終了位置を左右へ移動します。
ループ終了 (Loop End) - 外側の矢印
ループ終了位置の前後で一番近くにある実用的なループポイントを自動
的に検索し、その位置へループ終了位置を移動します。
ループ開始 (Loop Start) - 内側の矢印
ループの開始位置を左右へ移動します。
ループ開始 (Loop Start) - 外側の矢印
ループ開始位置の前後で一番近くにある実用的なループポイントを自動
的に検索し、その位置へループ開始位置を移動します。
左右チャンネルを重ねて表示 (Stereo Merge)
この項目をオンにすると、ステレオファイルで左右の波形が重ねて表示
されます。オフにすると、各チャンネルが別々のセクションに表示され
ます。
ループの開始 / 終了部を重ねて表示 (Overlap)
この項目をオンにすると、左右それぞれのセクションに表示されている
波形がそのまま反対側のセクションにも表示されます。これにより、
ループの前とあとの波形がどのような状態か確認できます。
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処理後のオーディオを表示 (Display Processed Audio)
この項目をオンにすると、クロスフェードが適用された波形のプレ
ビューが表示されます。この項目をオフにすると、クロスフェードが適
用されていない状態が表示されます。この項目は、クロスフェードを適
用したあとでのみ意味があります。
垂直方向の倍率を自動設定 (Automatic Vertical Zooming)
この項目をオンにすると、波形が常に縦方向いっぱいに表示されるよ
う、縦の表示倍率が調整されます。
ズーム (Zoom)
表示倍率を設定します。
現在の類似度 (Current Correspondence)
ループポイント周辺の波形の一致度を表わします。左側の値はいくつか
の波形周期にわたる類似度、右側はループポイント前後にあるいくつか
のサンプルの類似度を表わします。値が大きいほど 2 つのポイントがよ
くなじんでいることを示しています。
基準とする類似度 (0 〜 1000) (Aimed Correspondence (0-1000))
ループポイントに適した位置を自動検索する機能を設定します。ここで
は、見つかった箇所と比較対象の箇所が一致しているとみなす類似度を
指定します。値が大きいほどポイント同士が似ている必要があることに
なります。値を 1000 に設定すると、2 つのポイントが 100% 同じでなく
てはなりません。
検出精度 (Search Accuracy)
ループポイントに適した位置の自動検索の際に基準とする間隔をサンプ
ル数で指定します。値が大きいほど精度は高まりますが、処理時間が長
くなります。
開始 / 終了部を連結移動 (Link Start and End Points)
この項目をオンにすると、ループポイントを手動で調節したときに、開
始位置と終了位置が一緒に移動します。ループの長さはまったく同じで
ループ全体が動くことになります。
一時メモリー (Temporary Memories)
ループポイントの組み合わせを最大で 5 つ、ボタンに記憶させ、それを
自由に呼び出せます。この機能を使うとさまざまなループ設定を試して
みることができます。ループポイントの組み合わせを保存するには、こ
のボタンをクリックしてからボタン 1 〜 5 をクリックします。
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「クロスフェード (Crossfade)」タブ

ループの終わりとループ以前のオーディオをクロスフェード (Crossfade
Audio at End of Loop with Audio before Loop)
クロスフェードを有効にするには、このチェックボックスをオンにしま
す。
「適用 (Apply)」をクリックするとクロスフェードが適用されます。
長さ (Length)
クロスフェードの長さを設定します。一般的には再生してみて問題ない
範囲でクロスフェードは短めに設定します。

補足
•

クロスフェードが長いとループはスムーズになります。ただし、処
理される範囲が増えるので、その分、サウンドキャラクターが変わ
ります。

•

クロスフェードが短いと元のサウンドをより保てますが、その分、
なめらかさが減ります。

カーブ形状 : ゲイン均等〜パワー均等 (Shape (from Equal Gain to Equal
Power))
クロスフェードのカーブ形状を指定します。シンプルなサウンドに対し
ては値を小さめに、複雑なサウンドには大きめに設定します。
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「ループ後のフェード (Post-Crossfade)」タブ

ループ以降のオーディオとループの始めをクロスフェード (Crossfade Audio
after Loop with Audio of Loop Start)
ループ後のフェードを有効にするには、このチェックボックスをオンに
します。
「適用 (Apply)」をクリックするとクロスフェードが適用されま
す。
長さ (Length)
クロスフェードの長さを設定します。一般的には再生してみて問題ない
範囲でループ後のフェードは短めに設定します。

補足
•

ループ後のフェードが長いとループはスムーズになります。ただ
し、処理される範囲が増えるので、その分、サウンドキャラクター
が変わります。

•

ループ後のフェードが短いと元のサウンドをより保てますが、その
分、なめらかさが減ります。

カーブ形状 : ゲイン均等〜パワー均等 (Shape (from Equal Gain to Equal
Power))
ループ後のフェードのカーブ形状を指定します。シンプルなサウンドに
対しては値を小さめに、複雑なサウンドには大きめに設定します。

ループに適していないオーディオをループさせる
レベルが減衰し続ける音や音色の変化を繰り返す音は、ループさせるのが困
難です。
「ループ音の均質化 (Loop Tone Uniformizer)」を使用すると、このよ
うな音からループを作成できます。
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「ループ音の均質化 (Loop Tone Uniformizer)」では、音が適切にループするよ
うに、レベルおよび音色の特性の変化を均質化する処理を行ないます。これ
は、ソフトシンセまたはハードウェアのサンプラー用にループ音のサンプル
を作成する場合などに役立ちます。
「ループ音の均質化 (Loop Tone Uniformizer)」には、再生がループの開始位置
に近づいたときに元の音を処理範囲にフェードインさせるクロスフェードオ
プションがあります。
「ループ音の均質化 (Loop Tone Uniformizer)」を使用するには、ループマー
カーのペアを設定してループを作成しておく必要があります。ループの元の
長さは変わりません。

ループさせるのが難しいオーディオのループ
手順
1.

「オーディオエディター」で、基本的なループを設定します。

2.

「処理 (Process)」タブを選択します。

3.

「ループ (Loop)」セクションで、
「ループ音の均質化 (Tone Uniformizer)」
をクリックします。

4.

「ループ音の均質化 (Loop Tone Uniformizer)」ダイアログで、
「スライス
ミックス (Slice Mixing)」と「音色スムージング (Chorus Smoothing)」
のいずれかまたは両方がオンになっていることを確認し、設定を行ない
ます。

5.

必要に応じて、「ループ前フェード (Pre-Crossfade)」タブを選択し、ク
ロスフェードを設定します。

6.

「適用 (Apply)」をクリックします。
サウンドが処理されます。「適用 (Apply)」をクリックするたびに、新しいルー
プが設定されます。これにより、さまざまな設定をすばやく試すことができま
す。

補足
クロスフェードを適用したあとでループポイントを移動しないでください。波
形は、その時点のループ設定に合わせて処理されています。

タスク終了後の項目
「ループ音の均質化 (Loop Tone Uniformizer)」を使用したあとは、ループの終
わりからファイルの終わりへの移行が不自然になることがあります。これを
修正するには、
「ループ調整 (Loop Tweaker)」を使用してループ後のフェード
を作成します。

300

ループ
ループに適していないオーディオをループさせる

「ループ音の均質化 (Loop Tone Uniformizer)」ダイアログ
このダイアログでは、ループに適していないオーディオからループサウンド
を作成できます。このようなオーディオの例として、一般的に、レベルが減
衰し続ける音や音色の変化を繰り返す音があります。
•

「ループ音の均質化 (Loop Tone Uniformizer)」ダイアログを開くには、
「オーディオエディター」を開いて「処理 (Process)」タブを選択し、
「ループ (Loop)」セクションで「ループ音の均質化 (Tone Uniformizer)」
を選択します。

「ループ音の均質化 (Uniformizers)」タブ

このタブでは、ループさせる音の均質化に使用する方法を指定できます。
スライスミックス (Slice Mixing)
ループが複数のスライスに分割され、サウンド全体が均一になるように
そのスライスがミックスされます。
スライスミックスを使用する場合は、スライス数を指定する必要があり
ます。必要なスライス数を知るにはテストしてみるしかありませんが、
一般的に、スライス数が多いほど自然な音になります。ただし、スライ
ス数にはプログラム上の制限があるため、各スライスは 20 ミリ秒未満
にはできません。
たとえば、8 つのスライスを指定した場合、ループは長さが等しい 8 つ
の部分に分割されます。次に、これらの部分が重ねられて、1 つのサウ
ンドとしてミックスされます。この操作が 8 回繰り返されます。この新
しいオーディオによってループ内のすべてのオーディオが置き換えられ
ますが、その際、位相のオフセットによって音の打ち消し合いが発生し
ないように適切に処理されます。
スライスミックス (Slice Mixing) - スライス数 (Number of Slices)
使用するスライスの数が増えるほどサウンドが変化します。
音色スムージング (Chorus Smoothing)
フェーズボコーダーの原理を使用して高調波フィルタリングを行ないま
す。楽器のアンサンブルや合唱のサウンドをループさせる場合におすす
めです。音色を大きく変化させることができます。
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音色スムージング (Chorus Smoothing) - 均質度 (Timbre)
音色の特性を平均化する度合いを設定します。値が大きいほど効果も大
きくなります。
音色スムージング (Chorus Smoothing) - コーラス (Chorusing)
コーラスエフェクトの深さを設定します。
音色スムージング (Chorus Smoothing) - 暖かみを増強 (Enhance Warmth)
よりなめらかで暖かみのあるサウンドが得られます。
音色スムージング (Chorus Smoothing) - ステレオ音像の拡がり (Stereo
Expansion)
ステレオ音像を左右に広げます。

「ループ前フェード (Pre-Crossfade)」タブ

このタブでは、再生時にループ範囲へスムーズに移行するように、ループの
終わりと新しく処理する範囲の開始部分をクロスフェードできます。クロス
フェードを調節するには、エンベロープのドラッグポイントまたは値のスラ
イダーを使用します。
この機能を使用する必要があるのは、
「ループ音の均質化 (Loop Tone
Uniformizer)」ではループ内の音色のみが変更されるためです。そのため、ク
ロスフェードを適用しないと、ループへの移行が思ったよりなめらかでない
ということになります。
ループ以前のオーディオとループの終わりをクロスフェード (Crossfade
Audio before Loop with Audio of End of Loop)
「適用 (Apply)」をクリックするとクロスフェードが適用されます。
長さ (Length)
クロスフェードの長さを設定します。一般的には再生してみて問題ない
範囲でループ後のフェードは短めに設定します。

補足
•

クロスフェードが長いとループはスムーズになります。ただし、処
理される範囲が増えるので、その分、サウンドキャラクターが変わ
ります。
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•

クロスフェードが短いと元のサウンドをより保てますが、その分、
なめらかさが減ります。

カーブ形状 : ゲイン均等〜パワー均等 (Shape (from Equal Gain to Equal
Power))
クロスフェードのカーブ形状を指定します。シンプルなサウンドに対し
ては値を小さめに、複雑なサウンドには大きめに設定します。

サンプルデータの属性
サンプルデータの属性を使用すると、ハードウェアまたはソフトウェアのサ
ンプラーに読み込ませる前に、オーディオサンプルの設定を定義できます。
サンプルデータの属性を指定してもサンプルの処理は行なわれません。受け
取るサンプラーが使用できるファイル属性が設定されるだけです。これには、
サンプルのピッチ (自動的に検出可能)、サンプルの対象となるキー範囲、お
よび占有するベロシティー範囲に関する情報が含まれています。WAV ファイ
ルおよび AIFF ファイルの場合は、この情報はファイルのヘッダーに保存され
ます。初期設定では、オーディオファイルにサンプルデータの属性はありま
せん。

補足
使用しているサンプラーと通信プロトコルによっては、サンプルデータの属
性がサポートされていない場合があります。

サンプルデータの属性の編集
手順
1.

「オーディオエディター」を開きます。

2.

「ツールウィンドウ (Tool Windows)」>「サンプルデータの属性 (Sample
Attributes)」を選択します。

3.

「サンプルデータの属性 (Sample Attributes)」ウィンドウで、「作成
(Create)」をクリックします。

4.

(オプション) オーディオの選択範囲のピッチを自動的に検出したい場合
は、オーディオ範囲を選択し、
「選択範囲から検出 (Detect from Audio
Selection)」を選択します。

5.

サンプルデータの属性を指定します。

6.

オーディオファイルを保存し、オーディオファイルに指定されているサ
ンプルデータの属性設定を保存します。
サンプルデータの属性は、WAV ファイルおよび AIFF ファイルのみに保存され
ます。
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「サンプルデータの属性 (Sample Attributes)」ウィンドウ
このウィンドウでは、オーディオサンプルにサンプルデータの属性を作成で
きます。
•

「サンプルデータの属性 (Sample Attributes)」ウィンドウを開くには、
「オーディオエディター」を開き、「ツールウィンドウ (Tool Windows)」
>「サンプルデータの属性 (Sample Attributes)」を選択します。

作成 / 削除 (Create/Remove)
アクティブなオーディオファイルにサンプルデータの属性を作成 / 削除
します。
ピッチの設定 (Tune) - キー (Key)
基本ピッチのサウンドを再生するキーを指定します。
ピッチの設定 (Tune) - ピッチ微調整 (Detune)
サンプルの再生ピッチを細かく調節できます。調節幅は上下方向に 1/4
音 (半音の ±50%) です。
選択範囲から検出 (Detect from Audio Selection)
オーディオの選択範囲のピッチを検出します。オーディオの選択範囲に
ピッチのはっきりした音が 1 つだけある必要があります。
キー範囲 (Key Range) - 最大 (High) / 最小 (Low)
マルチサンプルのキーマップに属するサンプルに対してキー範囲を指定
します。
ベロシティー範囲 (Velocity Range) - 最大 (High) / 最小 (Low)
ベロシティーレイヤーを備えたマルチサンプルのキーマップに属するサ
ンプルのベロシティー範囲を指定します。
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通常の CD からオーディオトラックを読み込み、デジタルコピーとして任意の
オーディオ形式でハードディスクに保存できます。
WaveLab Elements では、多くの CD ドライブがサポートされていますが、注
意が必要な制限事項がいくつかあります。
•

CD-ROM/CD-R ドライブからオーディオを取り込むためのさまざまなプ
ロトコルがあります。WaveLab Elements では、できるだけ多くの方式
をサポートしていますが、特定のドライブで WaveLab Elements が問題
なく動作するという保証はありません。これは CD-Text と ISRC にも当て
はまります。

•

トラックを読み込む CD の著作権情報を確認し順守してください。

トラックを読み込む場合、初期設定では「トラック XX (Track XX)」という名
前が付けられます。XX は、01 から始まる数値です。番号を付ける方法は変更
できます。

補足
オーディオ CD トラックの読み込みは、CD-ROM やハードディスクからファイ
ルを読み込むよりも技術的に複雑です。これは、オーディオセクターは検出
が困難な場合があるためです。CD 規格に完全には準拠していない CD では、
問題が発生する可能性があります (特にコピー防止機能が設定されている場
合)。

「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」ダイアログ
このダイアログでは、オーディオ CD から 1 つ以上のトラックを読み込めま
す。
•

「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」ダイアログを開くには、
「ファイル (File)」>「読み込む (Import)」を選択して「オーディオ CD
(Audio CD)」をクリックします。
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「機能 (Functions)」メニュー
CD 情報 (CD Info)
CD の再生時間および UPC/EAN コード (情報がある場合) が表示されま
す。
ISRC コードの抽出 (Extract ISRC Codes)
ISRC コードを読み取ってトラックリストに表示します。CD ドライブに
よっては、時間がかかる場合があります。
CD-Text の調査 (Examine CD-Text)
「CD-Text」ダイアログが表示されます。CD-Text を参照できます。すべ
ての CD ドライブで CD-Text がサポートされているわけではありません。
CD-Text の抽出 (Extract CD-Text)
CD-Text を抽出し、主な内容をトラックリストに表示します。

「トラック名を変更 (Rename Tracks)」メニュー
トラック名
選択した名前変更方法に従ってトラック名を変更します。
インターネット (FreeDB) でトラック名を検索 (Search Track Names on the
Internet (FreeDB))
インターネットのデータベースからトラック名を検索します。アルバム
が検出されると、CD トラックリストが更新されます。
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インターネット (FreeDB) にトラック名を登録申請 (Submit Track Names to the
Internet (FreeDb))
CD 情報の FreeDb データベースに、オーディオ CD の情報を登録申請し
ます。

「変換 (Convert)」メニュー
すべてのトラックをオーディオモンタージュに変換 (Convert All Tracks to
Audio Montage)
すべてのオーディオ CD トラックを抽出し、それらを使用してオーディ
オモンタージュを作成します。
選択したトラックをオーディオモンタージュに変換 (Convert Selected Tracks
to Audio Montage)
選択したオーディオ CD トラックを抽出し、それらを使用してオーディ
オモンタージュを作成します。

「操作内容 (Actions)」タブ
ソース (Source)
オーディオ CD トラックを読み込む CD ドライブを選択します。
速度
書き込み速度を設定できます。最高速度は、書き込みデバイスおよびデ
バイス内のメディアによって異なります。
内容を更新
「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」ダイアログが開かれて
いるときに CD を挿入した場合は、このボタンをクリックしてください。
リストが更新され、CD のコンテンツが表示されます。
光メディアの取り出し
選択したドライブからメディアを取り出します。
トラックリスト
CD 内の各トラックを表示します。
対象範囲 (Range) - ファイル開始位置 / 長さ (Start/Length)
トラックの一部だけを読み込む場合は、
「ファイル開始位置 (Start)」
フィールドと「長さ (Length)」フィールドを使用して開始位置と長さを
定義します。
出力 (Output) ‒ 場所 (Location)
出力場所を設定できます。
出力 (Output) - ファイル形式 (File Format)
出力ファイル形式を設定できます。
すべてを選択 (Select All)
トラックリスト内のすべての CD トラックを選択します。
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再生 (Play)
選択した CD トラックを再生します。

「オプション (Options)」タブ
無音部分を削除 (Trim Silence)
この項目をオンにすると、読み込むトラックの間にある無音部分が削除
されます。デジタルレベルでの無音 (ゼロレベル値のサンプル) だけが削
除されます。
CD 交換時に自動更新 (Automatically Refresh on CD Change)
この項目がオンになっている場合、WaveLab Elements は 1 秒に数回程
度、ディスクドライブに新しい CD が挿入されていないかチェックしま
す。新しい CD が検出されるとトラックリストが自動的に更新されます。
ISRC コードを自動抽出 (Automatically Extract ISRC Codes)
この項目をオンにすると、CD を挿入したときに ISRC コードが自動的に
抽出されます。
CD-Text を自動抽出 (Automatically Extract CD-Text)
この項目をオンにすると、CD を挿入したときに CD-Text が自動的に抽
出されます。
インターネットでトラック名を自動検索 (Automatically Search Track Names
on the Internet)
この項目をオンにすると、CD を挿入したときにトラック名がインター
ネットで自動的に検索されます。
第 1 トラック前の休止時間 (ある場合) を読み込み (Grab Pause before First
Track (If Available))
この項目をオンにすると、第 1 トラックの前にオーディオ部分がある場
合、そのオーディオ部分が第 1 トラックとともに抽出されます。これに
より、隠れたボーナストラックを読み込むことができます。
日本語の CD-Text デコーダーを使用 (Use a Japanese CD-Text decoder)
この項目をオンにすると、CD-Text データが日本語として処理されます
(次回抽出時)。
ピークファイルを作成 (Create Peak File)
この項目をオンにすると、レンダリングされたファイルとともにピーク
ファイルが作成されます。
CD フレーム単位で時間表示 (Show times with CD frame units)
この項目をオンにすると、時間が CD フレーム単位で表示されます。CD
フレームは 1 秒あたり 75 個あります。
マスターセクション経由で再生 (Play through Master Section)
このボタンをオンにすると、「マスターセクション」が無視されます。
オフにすると、オーディオが「マスターセクション」経由で再生されま
す。

308

オーディオ CD トラックの読み込み
オーディオ CD トラックの読み込み

タイトルおよび CD-Text をメタデータに変換 (Convert Titles and CD-Text to
Meta-Data)
この項目をオンにすると、読み込んだトラックを MP3 や WAV などのメ
タデータに対応したオーディオファイル形式に変換する場合、各トラッ
クのタイトルと CD-Text がファイルヘッダーに自動的に追加されます。
多重確認モード (低速) を使用 (Ultra-Safe Mode (slow))
この項目をオンにすると、読み込み結果が同じになるまで、各 CD ト
ラックが何度か読み込まれます (チェックサムを使用します)。ディスク
に保存する前に、トラックの読み込み結果を同じにするまで何回読み込
むかを設定してください。
トラック前後の読み取り時間 (Real Audio Before and After Tracks)
この機能を利用すると CD トラックの前やあとにあるオーディオも一緒
に読み込むことができます。トラックの位置が不正確に設定された CD
などにも対応できます。

オーディオ CD トラックの読み込み
手順
1.

CD を CD-ROM/CD-R ドライブに挿入します。

2.

「ファイル (File)」>「読み込む (Import)」を選択します。

3.

「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」をクリックします。

4.

「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」ダイアログの「ソース
(Source)」セクションで、読み込むドライブを選択し、読み込み速度を
指定します。

5.

(オプション) ファイルの名前を変更し、番号を付ける方法を指定します。
トラックをすべて読み込む場合、トラックには一意の名前が必要です。

6.

必要に応じて、
「オプション (Options)」タブの「トラック前後の読み取
り時間 (Read Audio Before and After Tracks)」セクションで、各 CD ト
ラックの前やあとにあるオーディオを読み込む長さを指定します。

7.

トラックリストで、読み込むトラックを選択します。

8.

(オプション) ファイルを 1 つだけ選択した場合、
「対象範囲 (Range)」セ
クションで、
「ファイル開始位置 (Start)」と「長さ (Length)」を定義し
て、トラックの一部だけを読み込めます。

9.

「出力 (Output)」セクションでフォルダーアイコンをクリックし、出力
場所を選択します。
また、オーディオモンタージュトラックに任意の数の CD トラックをドラッグ
できます。

10. 「出力 (Output)」セクションで、
「ファイル形式 (File Format)」フィール
ドをクリックし、読み込むオーディオファイルのファイル形式を選択し
ます。
11. 「保存 (Save)」をクリックします。
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結果
指定した場所にトラックが読み込まれます。

インターネットでのトラック名の検索
CD 情報の FreeDb データベースを使用して、CD に関する情報を検索できま
す。
前提
FreeDb 機能を使用するには、インターネットに接続する必要があります。

手順
1.

CD を CD-ROM/CD-R ドライブに挿入します。

2.

「ファイル (File)」>「読み込む (Import)」を選択します。

3.

「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」をクリックします。

4.

「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」ダイアログで、
「トラッ
ク名を変更 (Rename Tracks)」>「インターネット (FreeDB) でトラック
名を検索 (Search Track Names on the Internet (FreeDb))」を選択します。

インターネットへのトラック名の登録申請
CD 情報の FreeDb データベースに、オーディオ CD の情報を登録申請できま
す。
前提
FreeDb 機能を使用するには、インターネットに接続する必要があります。

手順
1.

CD を CD-ROM/CD-R ドライブに挿入します。

2.

「ファイル (File)」>「読み込む (Import)」を選択します。

3.

「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」をクリックします。

4.

「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」ダイアログで、各ト
ラック名を変更します。

5.

「トラック名を変更 (Rename Tracks)」>「インターネット (FreeDB) にト
ラック名を登録申請 (Submit Track Names to the Internet (FreeDb))」を
選択します。
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6.

「CD 情報を登録申請 (Submit CD Information)」ダイアログでフィールド
に必要事項を入力し、E メールアドレスを入力します。

補足
送信エラーのレポートを受け取るために E メールアドレスが必要です。E メー
ルアドレスはデータベースに保存されません。
freedb データベースでは、トラックごとに異なるアーティストやジャンルを入
力することはできません。トラックごとにアーティストが異なる場合、トラッ
ク名を以下のように入力します。
タイトル / アーティスト

7.

「OK」をクリックします。

多重確認モード
CD トラックの一部を適切に読み込めず、オーディオに望ましくないクリック
音やポップ音が発生することがあります。これは、CD ドライブの性能により
ます。この問題を解決するには、
「オーディオ CD の読み込み (Import Audio
CD)」ダイアログで「多重確認モード (Ultra-Safe Mode)」をオンにします。
この項目をオンにすると、ディスクに保存する前に、トラックの読み込み結
果を同じにするまで何回読み込むかを指定できます。

オーディオ CD トラックをオーディオモンタージュに変換
手順
1.

CD を CD-ROM/CD-R ドライブに挿入します。

2.

「ファイル (File)」>「読み込む (Import)」を選択します。

3.

「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」をクリックします。

4.

必要に応じて、「オーディオ CD の読み込み (Import Audio CD)」ダイア
ログの「オプション (Options)」タブで、オーディオ CD の変換時に CD
から抽出する情報を選択します。

5.

選択したトラックのみを変換するか、すべてのトラックを変換するかを
指定します。
•

選択したトラックのみを変換するには、
「変換 (Convert)」>「選択したト
ラックをオーディオモンタージュに変換 (Convert Selected Tracks to
Audio Montage)」を選択します。

•

すべてのトラックを変換するには、
「変換 (Convert)」>「すべてのトラッ
クをオーディオモンタージュに変換 (Convert All Tracks to Audio
Montage)」を選択します。
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結果
変換が終了すると、読み込まれたファイルが「オーディオモンタージュ」
ウィンドウで開かれます。
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WaveLab Elements を Cubase の外部エディターとして使用できます (逆も同
様)。

重要
•

WaveLab Exchange は、Cubase Pro 8.5.10 以降、および Cubase Artist
8.5.10 以降でのみ使用できます。

•

WaveLab Exchange は、Wave および Wave 64 のファイル形式をサポー
トしています。

Cubase の外部エディターとして WaveLab Elements を使用
する
Cubase のオーディオイベントを WaveLab Elements で開くことができます。
これにより、WaveLab Elements の編集機能を、Cubase のオーディオイベン
トに適用できます。
たとえば、以下の編集オプションは WaveLab Elements でのみ使用できます。
•

オーディオのエラー修正

•

個々のチャンネルの編集と処理

•

解析メーター、全般情報の検出 (EBU R-128 推奨)、3D 周波数解析

•

Sonnox 社の復元ツールキット (DeBuzzer、DeClicker、DeNoiser)

•

MasterRig
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WaveLab Elements で Cubase のオーディオイベントを編集する
前提
WaveLab Elements で編集するオーディオイベントが含まれる Cubase プロ
ジェクトを Cubase で開きます。

手順
1.

WaveLab Elements で編集するオーディオイベントを、Cubase の「プロ
ジェクト」ウィンドウで選択します。
「オブジェクトの選択 (Object Selection)」ツールを使用して、オーディオイベ
ントの一部だけを選択することもできます。

2.

「Audio」>「WaveLab で編集 (Edit in WaveLab)」を選択します。

3.

WaveLab Elements でオーディオイベントを編集します。

4.

編集が終わったら、コマンドバーの「Cubase を更新 (Trigger Cubase
Update)」をクリックします。

結果
オーディオイベントに対して行なった変更が、Cubase プロジェクトに適用さ
れます。

WaveLab Elements の外部エディターとして Cubase を使用
する
WaveLab Elements のオーディオファイルまたはクリップを使用して作業する
場合、そのオーディオファイルのプロジェクトを Cubase で開くことができま
す。これにより、Cubase 上でミキシング段階での問題を発見したり、これら
の問題を Cubase で修正したりできます。
そのあと、同じファイル名を使用して Cubase でオーディオファイルを書き出
せば、そのオーディオファイルまたはクリップは自動的に WaveLab Elements
上で更新されます。

Cubase プロジェクトでの準備 (WaveLab Exchange を使用するため
の準備)
手順
1.

Cubase で、WaveLab Exchange を使用したいプロジェクトを開きます。

2.

「ファイル (File)」>「書き出し (Export)」>「オーディオミックスダウン
(Audio Mixdown)」を選択します。

3.

「オーディオミックスダウン書き出し (Export Audio Mixdown)」ダイア
ログで、ファイル名とパスを指定します。
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4.

「ファイル形式 (File Format)」ポップアップメニューで、「Wave ファイ
ル (Wave File)」または「Wave 64 ファイル (Wave 64 File)」を選択しま
す。

5.

「iXML チャンクを挿入 (Insert iXML Chunk)」をオンにします。

6.

「書き出し (Export)」をクリックします。

Cubase (外部エディター) でのオーディオファイルの編集
前提
WaveLab Exchange を使用する Cubase プロジェクトを準備しておきます。

手順
1.

WaveLab Elements の「オーディオエディター」でオーディオファイル
を開きます。
ファイルタブの上の黄色のラインは、そのファイルが Cubase でレンダリング
されたことを示します。

2.

「編集 (Edit)」タブを選択します。

3.

「ソース (Source)」セクションで、
「プロジェクトを編集 (Edit Project)」
をクリックします。
そのオーディオファイルを含む Cubase プロジェクトが開きます。

4.

Cubase でオーディオファイルを編集します。

5.

「ファイル (File)」>「書き出し (Export)」>「オーディオミックスダウン
(Audio Mixdown)」を選択します。

6.

「オーディオミックスダウン書き出し (Export Audio Mixdown)」ダイア
ログで、「iXML チャンクを挿入 (Insert iXML Chunk)」をオンにします。

重要
ファイル名とパスは変更しないでください。

7.

「書き出し (Export)」をクリックします。

関連リンク
314 ページの「Cubase プロジェクトでの準備 (WaveLab Exchange を使
用するための準備)」
67 ページの「タブの色」
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Podcast は、携帯デバイスやコンピューターなどでの再生用に、インターネッ
トを介してマルチメディアファイルを配信する方法の 1 つです。
Podcast は、RSS フィードを購読可能なソフトウェアを使用すると、自動でダ
ウンロードできます。RSS (Really Simple Syndication) は、インターネットを
介したニュースなどの情報配信の標準です。RSS ニュースフィードでは、特
定のトピックに関する短いメッセージが指定の Web サイトから送信されま
す。メッセージを購読するには、定期的に複数のフィードを監視して、新し
いメッセージを自動ダウンロードできるプログラムが必要です。特別な
フィードリーダーやインターネットブラウザーなどをこれらのプログラムと
して使用できます。
Podcast は、オーディオやビデオファイルなどのデータコンテンツを含む RSS
フィードです。これによって、新しいエピソードが配信されたかを定期的に
表示できます。Podcast には .mp4a、.mp3、.ogg のファイル形式が一般的に
使用されます。

Podcast エディター
「Podcast エディター」は、2 つのペインに分かれています。上側のペインに
は、フィードまたはエピソードに関する情報が表示されます。表示される情
報は、ウィンドウ下側のリストで選択されている項目によって異なります。
このペインでは、Podcast フィードとエピソードに、ファイル、インターネッ
トリンク、またはテキスト情報を追加できます。下側のペインには、基本的
なフィードと Podcast に含まれるすべてのエピソードの項目リストが表示さ
れます。
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「エピソード (Episode)」セクション
「エピソード (Episodes)」セクションでは、個々の Podcast エピソードを作成、
削除、および移動できます。
新規 (New)
タイトルなしの新しいエピソードを追加します。
重複する文字 (Duplicate)
既存のエピソードからすべての情報をコピーして、新しいエピソードに
追加します。
削除 (Delete)
選択したエピソードを削除します。または、
「有効 (Enabled)」チェック
ボックスのチェックを外して、Podcast からエピソードを除外すること
もできます。
切り取り / コピー / 貼り付け (Cut/Copy/Paste)
選択したエピソードを切り取り、コピー、または貼り付けします。
前の位置へ戻る / 下に移動 (Move Up/Move Down)
リスト内で選択したエピソードを 1 つ上 / 下に移動します。または、ド
ラッグアンドドロップを使用します。
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「FTP」セクション
「FTP」セクションでは、FTP 経由で Podcast をアップロードする場所を定義
できます。
すべての項目を更新 (Update All Items)
FTP サーバーに XML 形式の Podcast ファイルをアップロードして更新し
ます。関連付けられたすべてのメディアファイルもアップロードします
(FTP サーバー上に存在しない場合のみ)。これは、Podcast をアップロー
ドして更新するための最も一般的な機能です。
選択した項目を更新 (Update Selected Item)
FTP サーバーに XML 形式の Podcast ファイルをアップロードして更新し
ます。また、現在リストで選択している項目のメディアファイルをアッ
プロードします (FTP サーバー上に存在しない場合のみ)。
すべての項目をアップロード / 置換 (Upload/Replace All Items)
上記の機能と同じ処理を行ないますが、項目に属するすべてのメディア
ファイルを常にアップロードして置き換えます。たとえば、オーディオ
データを変更した場合、この機能が便利です。
選択した項目をアップロード / 置換 (Upload/Replace Selected Items)
上記の機能と同じ処理を行ないますが、リストで選択している項目のメ
ディアファイルを常にアップロードして置き換えます。たとえば、オー
ディオデータを変更した場合、この機能が便利です。
FTP 設定 (FTP Settings)
「FTP 設定 (FTP Settings)」ダイアログが表示されます。この Podcast に
関する FTP 設定を編集できます。

「PODCAST」セクション
公開した Podcast (View Published Podcast)
デフォルトのブラウザーを使用して (FTP マネージャーの設定に指定され
た URL から) Podcast を開きます。
XML ソースコードを表示 (View XMLSource Code)
XML エディターを開いて Podcast のソースコードを表示します。
グローバルオプション
画像サイズの自動修正の編集、グリニッジ標準時との時差の指定、およ
び HTML エディターのパス指定を行ないます。

「メイン情報 (Main)」タブ
「メイン情報 (Main)」タブでは、Podcast にパラメーターを割り当てできま
す。使用可能なパラメーターは、フィードまたはエピソードのどちらを選択
したかによって変わります。フィールドラベルが太字のフィールドは必須で
す。
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タイトル (Title)
フィードのタイトル (Podcast のトピックなど) を設定します。
内容 (Description)
フィードの内容についての詳細な説明を入力します。
HTML ファイルの読み込み (Import HTML File) (エピソードにのみ有効)
HTML ドキュメントを読み込んで、内容欄を書き換えできます。
インターネットリンク (URL) (Internet Link (URL))
ユーザーが閲覧するフィードのメインリンクです。フィードに関連した
Web サイトをユーザーに紹介するために使用します。地球のアイコンを
クリックすると、指定した URL のページがデフォルトのインターネット
ブラウザーで開きます。
オーディオファイル (Audio File) (エピソードにのみ有効)
エピソードに追加するオーディオファイルのパスを指定します。ブラウ
ザーのメディアリーダーでサポートされるすべての形式のオーディオ
ファイルを指定できます。互換性が最も高いのは MP3 ファイルです。
ファイルアイコンをクリックすると、WaveLab Elements ですでに開か
れているオーディオファイルがリストされます。エピソード用にいずれ
かのファイルを選択します。
または、オーディオファイルのリストアイコンをオーディオファイルペ
インにドラッグしても設定できます。再生アイコンをクリックすると、
プレビューまたは確認用に、指定したファイルがシステムのデフォルト
のメディアプレーヤーまたはビューアーで開きます。
画像 (Picture) (フィードにのみ有効)
RSS 標準では画像サイズが 144 x 400 ピクセル以下に規定されているた
をクリック
め、画像は自動的にサイズ変更されます。画像アイコン
すると、指定した画像がシステムのデフォルトのイメージビューアーで
開きます。
公開日時 (Publication Date and Time)
フィードまたはエピソードの公開日時を設定します。
「現在の日時
(Now)」ボタンをクリックすると、システムの現在の日時がフィールド
に入力されます。
最新のエピソード (As Most Recent Episode) (フィードにのみ有効)
この項目をオンにすると、最新のエピソードの日時とフィードの日時が
自動的に一致します。

「追加情報 (Extra)」タブ
「追加情報 (Extra)」タブでは、Podcast にパラメーターを割り当てできます。
使用可能なパラメーターは、フィードまたはエピソードのどちらを選択した
かによって変わります。
フィードに使用できるパラメーターは以下のとおりです。
•

Web マスター (E メールアドレス) (Webmaster (Email Address))
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•

編集者 (E メールアドレス) (Editor (Email Address))

•

著作権 (Copyright)

•

カテゴリー (Category)

•

関連ドメイン (URL) (Related Domain (URL))

•

言語 (Language)

•

アップデートの頻度 (Frequency of Updates)

•

更新なし - 時間帯 (0 〜 23、半角コンマ区切り) (Skip Hours (0 to 23,
Comma Separated))

•

放送時間 (分単位) (Time to Live (Number of Minutes))

エピソードに使用できるパラメーターは以下のとおりです。
•

作成者 (E メールアドレス) (Author (Email Address))

•

コメント (URL) (Comments (URL))

•

カテゴリー (Category)

•

関連ドメイン (URL) (Related Domain (URL))

•

タイトル (Title)

•

オリジナルドメイン (URL) (Original Domain (URL))

「iTunes」タブ
「iTunes」タブでは、iTunes 拡張をオンにして、フィードまたはエピソードの
追加情報を指定できます。使用可能なパラメーターは、フィードまたはエピ
ソードのどちらを選択したかによって変わります。
フィードに使用できるパラメーターは以下のとおりです。
•

サブタイトル (Subtitle)

•

概要 (Summary)

•

カテゴリー (Categories)

•

キーワード (半角コンマ区切り) (Keywords (Comma Separated))

•

作成者 (Author)

•

所有者名 (Owner Name)

•

画像 (Picture)

•

新規フィード URL (New URL of Feed)

•

iTunes では隠す (Hide in iTunes)

•

EXPLICIT (露骨な表現あり) マークの表示 (Explicit Material)

エピソードに使用できるパラメーターは以下のとおりです。
•

サブタイトル (Subtitle)
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•

概要 (Summary)

•

キーワード (半角コンマ区切り) (Keywords (Comma Separated))

•

作成者 (Author)

•

時間 (デュレーション) (Duration)

•

iTunes では隠す (Hide in iTunes)

•

EXPLICIT (露骨な表現あり) マークの表示 (Explicit Material)

Podcast 全般設定
「Podcast エディター」のすべてのタブに有効ないくつかの追加オプションが
あります。
•

「Podcast 全般設定 (Global Podcast Options)」ダイアログを開くには、
「Podcast エディター」を開き、「編集 (Edit)」タブを選択して「グロー
バルオプション (Global Options)」をクリックします。

画像サイズの自動修正 (iTunes 以外) (Automatic Picture Resizing (Not for
iTunes))
指定した画像が RSS 標準で許可されている最大サイズより大きい場合の
処理を定義します。画像サイズの変更が必要な場合でも、ハードディス
ク内の元のイメージは変更されません。
GMT との時差 (グリニッジ標準) (Time oﬀset with GMT (Greenwich Mean
Time))
表示されている日時はローカルの日時です。システムが適切に設定され
ている場合、WaveLab Elements によって GMT との時差が自動的に調整
されます。ただし、別のタイムゾーンの日時に設定するには、この項目
で値を調整します。
HTML エディター (HTML Editor)
「HTML ファイルの読み込み (Import HTML File)」セクションで鉛筆のア
イコン をクリックしたときに起動する外部 HTML エディターのパスを
設定します。

Podcast の作成
新しい Podcast フィードまたはエピソードの作成には、いくつかの方法があ
ります。
•

新しい Podcast を作成するには、
「ファイル (File)」>「新規 (New)」を選
択して「Podcast の作成 (Create Podcast)」をクリックします。

•

Podcast にタイトルなしの新しいエピソードを追加するには、「Podcast
エディター」で「編集 (Edit)」タブを選択して、
「新規 (New)」をクリッ
クします。
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•

選択したエピソードにオーディオファイルを追加するには、
「メイン情
報 (Main)」タブを選択し、
「オーディオファイル (Audio File)」フィール
ドをクリックして「標準のファイルセレクターの選択 (Select File Using
Standard Selector)」を選択します。ファイルブラウザーでオーディオ
ファイルを選択して「開く (Open)」をクリックします。
「ファイルブラウザー (File Browser)」ウィンドウから「オーディオファ
イル (Audio File)」フィールドにオーディオファイルをドラッグすること
もできます。

•

選択したエピソードを複製するには、
「編集 (Edit)」タブを選択して「複
製 (Duplicate)」をクリックします。これによって新しいエピソードが追
加され、既存のエピソードから新しいエピソードへすべての情報がコ
ピーされます。

Podcast 公開用 FTP の設定
FTP サーバーに Podcast をアップロードできるようにするには、最初に FTP
サーバーの詳細情報を入力しておく必要があります。

手順
1.

「Podcast エディター」で、「編集 (Edit)」タブを選択します。

2.

「FTP」セクションで、「FTP 設定 (FTP Settings)」をクリックします。

3.

「FTP 設定 (FTP Settings)」ダイアログで、以下の詳細情報を入力します。

4.

•

FTP サーバーのログイン詳細情報。

•

Podcast の相対パスおよびファイル名 (拡張子は .xml)。

•

フィードのパスを含む Web サイトアドレス。

「OK」をクリックします。

Podcast の公開
Podcast は WaveLab Elements から FTP サーバーにアップロードできます。
前提
WaveLab Elements で FTP の設定を行ないます。

手順
1.

「Podcast エディター」で、「編集 (Edit)」タブを選択します。

2.

「FTP」セクションで、以下のいずれかの項目を選択します。
•

すべての項目を更新 (Update All Items)

•

選択した項目を更新 (Update Selected Item)

•

すべての項目をアップロード / 置換 (Upload/Replace All Items)
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•

3.

選択した項目をアップロード / 置換 (Upload/Replace Selected Items)

「FTP 設定 (FTP Settings)」ダイアログで、FTP 設定が正しいことを確認
し、
「OK」をクリックします。

結果
Podcast が FTP サイトにアップロードされます。

「FTP 設定 (FTP Settings)」ダイアログ
「FTP 設定 (FTP Settings)」ダイアログでは、Podcast のアップロード処理に必
要なすべての情報を管理できます。
•

「FTP 設定 (FTP Settings)」ダイアログを開くには、「Podcast エディ
ター」を開き、
「編集 (Edit)」タブを選択して「FTP 設定 (FTP Settings)」
をクリックします。

ホスト (Host)
FTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
ユーザー名 (User Name)
FTP サーバーのログイン名を入力します。
パスワード (Password)
ログインパスワードを入力します。
パッシブモードを使用 (Use Passive Mode)
通常、この項目はオンにしておきます。FTP 接続に問題がある場合にの
みオフにしてください。
フィードのファイル名 (およびパス名) (Feed File Name (with Path))
FTP サーバーに表示される Podcast ファイル名 (拡張子は .xml) および相
対パスを入力します。ファイル名およびパスは Podcast の最終的なイン
ターネットアドレスの一部になるため、長い名前にしないことをおすす
めします。
関連 Web サイト (URL) (Associated Web Site (URL))
フィードのパスを含む、Web サイトのアドレスを入力します。
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FTP 設定の例

•

FTP ホストのアドレスは「ftp.MyPage.com」、Web サイトのパブリック
アドレスは「www.MyPage.com」です。

•

フィードファイル名は「podcasts/fantastic-cast.xml」
、関連 Web サイト
の URL は「www.MyPage.com/podcasts」です。

•

Podcast のメディアファイルは「ftp.MyPage.com/podcasts」の FTP
サーバーにアップロードされます。

•

配信される Podcast ファイル自体およびインターネットアドレスは
「www.MyPage.com/podcasts/fantastic-cast.xml」です。

各 Podcast には、個別の FTP サイトの完全な情報が保存されます。ダイアロ
グ下部にある「プリセット」機能を使用して、FTP サイトのプリセットを保
存または読み込みすることもできます。

Podcast の確認
Podcast を作成および公開したら、アップロードが成功したかどうかを確認で
きます。
•

•

デフォルトの XML エディターで XML 形式のフィードファイルの内容を
確認するには、「Podcast エディター」を開き、
「編集 (Edit)」タブを選
択して「XML ソースコードを表示 (View XML Source Code)」をクリック
します。
デフォルトのインターネットブラウザーを開き、インターネットに公開
した直後の Podcast を受信するには、「Podcast エディター」を開き、
「編集 (Edit)」タブを選択して「公開した Podcast (View Published
Podcast)」をクリックします。
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カスタマイズとは、プログラムの動作や外観を希望どおりに設定することで
す。

波形ウィンドウおよびモンタージュウィンドウの
カスタマイズ
波形、背景、カーソルラインの色を調節したり、ルーラーなど、ウィンドウ
の表示詳細を変更して、波形 / モンタージュウィンドウを設定できます。
カスタマイズは以下の方法で行なえます。
•

デフォルトスタイルを変更する。

•

特定の条件 (ファイル形式やファイル名など) に応じて異なるスタイルを
割り当てる。

波形ウィンドウまたはモンタージュウィンドウへのカスタム色の
割り当て
手順
1.

2.
3.

波形ウィンドウとモンタージュウィンドウのどちらの色をカスタマイズ
するかに応じて、以下のいずれかを行ないます。
•

波形ウィンドウの場合は、「ファイル (File)」>「ユーザー設定
(Preferences)」>「オーディオファイル (Audio Files)」を選択し、「表示
スタイル (Style)」タブを選択します。

•

モンタージュウィンドウの場合は、「ファイル (File)」>「ユーザー設定
(Preferences)」>「オーディオモンタージュ (Audio Montages)」を選択
し、「表示スタイル (Style)」タブを選択します。

「対象部分 (Parts)」リストから、色を設定したい対象部分を選択します。
カラーピッカーまたは RGB フィールドを使用して色を指定します。
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条件に応じたカスタム色の割り当て
オーディオファイルの名前やプロパティに応じて、クリップごとに異なるカ
ラーパターンを自動的に適用できます。

重要
色を再定義する場合、他の要素の色が見えなくならないように注意してくだ
さい。

手順
1.

2.

波形ウィンドウとモンタージュウィンドウのどちらの色をカスタマイズ
するかに応じて、以下のいずれかを行ないます。
•

波形ウィンドウの場合は、「ファイル (File)」>「ユーザー設定
(Preferences)」>「オーディオファイル (Audio Files)」を選択し、「表示
スタイル (Style)」タブを選択します。

•

モンタージュウィンドウの場合は、「ファイル (File)」>「ユーザー設定
(Preferences)」>「オーディオモンタージュ (Audio Montages)」を選択
し、「表示スタイル (Style)」タブを選択します。

以下のいずれかを行ないます。
•

「オーディオファイル環境設定 (Audio Files Preferences)」で、上部にある
メニューから「条件」のオプションのいずれかを選択します。

•

「オーディオモンタージュ環境設定 (Audio Montage Preferences)」で、
「対象部分 (Parts)」リストからいずれかの「カスタム設定 (Custom)」エ
ントリーを選択します。

3.

カラーピッカーまたは RGB フィールドを使用して色を指定します。

4.

「以下の条件が当てはまる場合にスタイルを適用 (This Style Is Used If
These Conditions Apply)」セクションで、条件を指定します。

5.

「OK」をクリックします。

色設定のコピー
ある対象部分の色設定、またはカスタムカラーパターン全体をコピーできま
す。
•

色設定をコピーするには、色をコピーしたい対象部分を選択し、
「色の
設定をコピー (Copy)」を選択します。次にその色をコピーしたい対象部
分を選択し、
「貼り付け (Paste)」を選択します。

•

カスタム色設定のすべての色設定をコピーするには、コピーしたいカス
タム色設定名を別のカスタム色設定名上にドラッグし、「OK」をクリッ
クします。
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ショートカットのカスタマイズ
WaveLab Elements では、多くの機能をショートカットで制御し、ワークフ
ローを短縮できます。既存のショートカットを編集するか、新しいショート
カットを作成できます。
ほとんどのショートカットは特定のエディターに制限されているため、同じ
ショートカットを別のエディターで再利用できます。例外として、
「マスター
セクション」ではすべてのショートカットがアプリケーション全体に適用さ
れます。
「ショートカット (Shortcuts)」タブの「ナビゲーション (テンキー)
(Navigation (Numeric Pad))」セクションと「表示およびナビゲーションコマ
ンド (View and Navigation commands)」セクションのショートカットは、
WaveLab Elements のナビゲート専用です。
編集できないショートカットは、グレー表示されます。作成したショート
カットは、エディターで青色で表示されます。
新しいショートカットは、最大 4 つのキーのキーシーケンスを指定して作成
できます。操作を実行するには、これらのキーを特定の順序で押す必要があ
ります。
関連リンク
330 ページの「「ショートカット (Shortcuts)」タブ」

インデックスキーボードショートカット
インデックスキーボードショートカットを使用すると、特定のマーカーや
「マスターセクション」スロットなど、プロジェクト内の特定の場所にすばや
く移動できます。
使用できるインデックスキーボードショートカットは、「ショートカット
(Shortcuts)」タブの「ナビゲーション (テンキー) (Navigation (Numeric Pad))」
セクションに表示されます。
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•

インデックスキーボードショートカットをトリガーするには、移動先の
アイテムの番号を入力して、キーボードの対応するキーを押します。

例
ファイルウィンドウの 5 番めのマーカーに移動するには、キーボードの [5] を
押したあとに [M] を押します。
10 番めのファイルタブに移動するには、キーボードで [10] を押したあとに [F]
を押します。
関連リンク
330 ページの「「ショートカット (Shortcuts)」タブ」

ショートカットの編集
「ショートカット (Shortcuts)」タブでは、すべてのショートカットのリストを
表示できます。また「ショートカットの定義 (Shortcut Deﬁnitions)」ダイア
ログではショートカットを編集したり、割り当てたりできます。
「ショートカット (Shortcuts)」タブでは、メニューやダイアログごとに異なる
コマンドセットが提供されます。
•

「ショートカットの定義 (Shortcut Deﬁnitions)」ダイアログを開くには、
「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「ショートカット
(Shortcut)」を選択し、コマンドを選択して「ショートカットを編集
(Edit Shortcut)」をクリックします。

•

1 つのコマンドに 1 つのキーボードショートカットを定義できます。各
ショートカットのキーストローク数は最大 4 つです。

•

一部またはすべてのショートカットをリセットして初期設定に戻すに
は、
「表示をリセット (Reset)」ボタンを使用します。
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キーシーケンスの定義
キーボードにキーシーケンスを定義できます。
前提
Mac では、メインメニューのショートカットは、シングルキーのショート
カットで構成する必要があります。
複数のキーストロークのキーボードショートカットを使用する場合、ショー
トカットが相互に競合しないことを確認してください。たとえば、[Shift]+[L]
のあとに [M] を押すショートカットがあるときに、[Shift]+[L] というショート
カットを定義すると、後者は無視されます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「ショートカット
(Shortcuts)」を選択します。

2.

コマンドリストで、キーシーケンスを定義したいコマンドを選択して
「ショートカットを編集 (Edit Shortcut)」をクリックするか、該当するコ
マンドの「キーシーケンス (Key Sequence)」コラムをダブルクリックし
ます。

3.

「ショートカットの定義 (Shortcut Deﬁnitions)」ダイアログで、「キー
(Key Stroke)」フィールド内をクリックし、キーシーケンスとして使用
するボタンを押します。

4.

「OK」をクリックします。

結果
ダイアログに指定されたキー / ボタンを押すと、該当する操作が実行されま
す。キーストロークは順番どおりに押す必要があります。
関連リンク
15 ページの「「リモートデバイス (Remote Devices)」タブ」

すべてのショートカットリストの生成
すべてのショートカットが記載された HTML ファイルを生成するか、そのリ
ストを印刷できます。
前提
リストを印刷するには、システムにプリンターが接続されていることを確認
してください。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「ショートカット
(Shortcuts)」を選択します。

2.

「概要 (Summary)」をクリックし、以下のいずれかの操作を実行します。
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•

•

「印刷プレビュー (Print Preview)」ダイアログを開いてすべてのショート
カットリストを印刷するには、
「印刷プレビュー (Print Preview)」を選択
します。
「印刷プレビュー (Print Preview)」は、プリンターが接続されて
いないと選択できません。
すべてのショートカットリストを HTML ファイル形式で出力して標準の
ブラウザーで開くには、
「HTML レポート (HTML Report)」を選択します。

「ショートカット (Shortcuts)」タブ
このタブでは、WaveLab Elements で使用するショートカットをカスタマイズ
できます。WaveLab Elements のコマンドおよびメニューオプションに割り当
てられているショートカットのリストが表示されます。
•

「ショートカット (Shortcuts)」タブを開くには、「ファイル (File)」>
「ユーザー設定 (Preferences)」>「ショートカット (Shortcuts)」を選択
します。

検索ポップアップメニュー
検索を実行するコマンドリストの一部を選択します。
検索フィールド
コマンドを検索します。
ワイルドカードを使用 (Use Wildcards)
この項目をオンにすると、ワイルドカード文字 「*」および「?」
(
) を使用
できます。
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「*」は 0 文字以上の文字、「?」は任意の文字に一致します。
たとえば、
「キーボードショートカットで検索 (Search Keyboard
Shortcut)」を選択して「*」を入力すると、ショートカットが関連付け
られているすべてのコマンドが表示されます。
広げる / 折りたたむ (Expand/Collapse)
フォルダーツリーを広げるか、折りたたみます。
コマンドリスト
すべてのコマンドとそのショートカットが表示されます。
表示をリセット (Reset)
コマンドを初期設定にリセットします。
概要 (Summary)
メニューが表示され、すべてのコマンドとそのショートカットのリスト
を生成して HTML または印刷プレビューとして出力できます。
ショートカットを編集 (Edit Shortcut)
「ショートカットの定義 (Shortcut Deﬁnitions)」ダイアログが表示され
ます。選択したコマンドのショートカットを編集できます。

「ショートカットの定義 (Shortcut Deﬁnitions)」ダイアログ
このダイアログでは、特定の機能に、独自のショートカットを定義できます。
•

「ショートカットの定義 (Shortcut Deﬁnitions)」ダイアログを開くには、
「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「ショートカット
(Shortcut)」を選択し、コマンドを選択して「ショートカットを編集
(Edit Shortcut)」をクリックします。

キーシーケンス (Key Sequence)
キー 1 (1st Key Stroke)
最大 4 つのキーで構成されるシーケンスの最初のキーを選択できます。
このフィールドにフォーカスを合わせ、キーの組み合わせを押します。
キーの名前が表示されない場合は、そのキーの中に該当する機能に対し
て使用できないものがあることを示しています。
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キー 2/3/4 (オプショナル) (2nd/3rd/4th Key Stroke (optional))
コマンドの実行に必要な追加のキーを選択できます。最初のキーのあと
にこのキーが押された場合にのみ、コマンドが実行されます。
消去 (Clear)
すべてのキーイベントフィールドの内容を消去します。

コマンドバーのカスタマイズ
コマンドバーボタンを個別に表示または非表示にできます。これによって、
不要なコマンドを削除して、コマンドバーをカスタマイズできます。

手順
1.

ツールウィンドウの、
「メニュー (Menu)」を開いて「コマンドバーをカ
スタマイズ (Customize Command Bar)」を選択します。

2.

コマンドバーに特定のコマンドを表示するには、該当コマンドの「バー
(Bar)」コラムのチェックボックスをオンにします。

3.

「OK」をクリックします。

プラグインの整理
WaveLab Elements には、さまざまなプラグインが付属しています。また、オ
プションのプラグインを追加できます。プロジェクトに関連するプラグイン
を把握するために、プラグインはグループに整理できます。
「プラグイン環境設定」の「整理 (Organize)」タブでは、プログラムで表示さ
れるプラグインのメニューを指定できます。プラグインのリストには、プラ
グインのグループを表わすサブフォルダーがあります。
初期設定では、プラグインはベンダー、カテゴリー、マイプラグイン、およ
び最近使用したプラグインのフォルダーに分類されています。
32 ビット版と 64 ビット版の WaveLab Elements が同じシステムで使用されて
いる場合、この設定は共有されます。ただし、
「プラグイン環境設定」の以下
の項目は共有されません。
•

「追加の VST プラグインフォルダー (Additional VST Plug-in Folders)」

•

「以下のサブフォルダーに含まれるプラグインを無視 (Ignore Plug-ins
Located in the following Subfolders)」

これは、32 ビットのプラグインが 64 ビットの WaveLab Elements で使用でき
ない (その逆も同じ) ためです。
関連リンク
336 ページの「プラグイン環境設定」
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プラグインの無効化
プラグインは無効にできます。これは、WaveLab Elements で特定のプラグイ
ンを使用したくない場合に役立ちます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「プラグイン
(Plug-ins)」を選択します。

2.

「整理 (Organize)」タブを選択します。

3.

プラグインのリストで、無効にしたいプラグインに移動します。

4.

そのプラグインのチェックボックスをオフにします。複数のプラグイン
を選択して、1 回のクリックでそれらすべてのプラグインを無効にでき
ます。
•

プラグインをプラグイン選択メニューから除外するには、「エフェクト
(Effect)」コラムのチェックボックスをオフにします。

•

プラグインを「マスターセクション」の「最終段エフェクト / ディザリ
ング (Final Eﬀect/Dithering)」パネルから除外するには、「最終 (Final)」
コラムのチェックボックスをオフにします。

•

プラグインを「マスターセクション」の「プレイバック処理 (Playback
Processing)」パネルから除外するには、
「再生 (Play)」コラムのチェック
ボックスをオフにします。

•

プラグインがストリーミングされていないときにクリッププラグインを
無効にするには、
「ダイナミクス (Dyn)」コラムのチェックボックスをオ
フにします。
この機能により、プラグインを使用する際に DSP の処理能力を節約でき
ます。

「マイプラグイン (Favirotes)」メニューへのプラグインの追加
定期的に使用するプラグインは、プラグイン選択メニューの「マイプラグイ
ン (Favirotes)」メニューに追加できます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「プラグイン
(Plug-ins)」を選択します。

2.

「整理 (Organize)」タブを選択します。

3.

プラグインのリストで、マイプラグインに追加したいプラグインに移動
します。
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4.

該当するプラグインの「マイプラグイン (Favorites)」 コラムのチェッ
クボックスをオンにします。

補足
「マイプラグイン (Favorites)」メニューが空の場合は、プラグイン選択メニュー
に表示されません。

プラグイングループのカスタマイズ
「プラグイン環境設定」の「整理 (Organize)」タブで、プラグインの表示方法
とソート順をカスタマイズできます。
•

ツリーを更新するには、
「変更を表示 (Show Changes)」ボタンをクリッ
クします。

•

階層で使用されるカテゴリー名は、プラグインメーカーによって設定さ
れます。カテゴリー名を変更するには、
「カテゴリー名の変更 (Category
Renaming)」表に移動し、「変更前 (Original)」コラムをクリックして、
名前を変更したいカテゴリーを選択します。次に「変更後 (Modiﬁed)」
コラムをクリックし、新しい名前を入力します。

•

プラグイングループのソート順を変更するには、「カスタマイズ
(Customize)」セクションのソート順のメニューで、カテゴリー順かベ
ンダー順のどちらでソートするかを選択します。プラグインにベンダー
名またはカテゴリーが設定されていない場合、そのプラグインが含まれ
るディスク上のフォルダー名が、ベンダー名またはカテゴリーとして使
用されます (VST プラグインルートフォルダーでない場合)。

•

同じ接頭辞で始まるすべてのプラグインを、1 つのサブメニューにグ
ループ化するには、
「接頭辞ごとにサブメニューを作成 (Create
Submenus Based on Prefixes)」をオンにし、同じ接頭辞で始まるプラグ
インの数を指定します。プラグイン数がこの数に達した場合にのみ、サ
ブメニューが作成されます。

•

プラグインの数が指定した値より少ない場合に、プラグインを 1 つのサ
ブメニューにグループ化するには、
「階層を圧縮 (Compress Hierarchy)」
をオンにして、スレッショルドを指定します。プラグインの数がスレッ
ショルドより少ない場合、ツリーの階層が 1 つのサブメニューに圧縮さ
れます。これによって、小さすぎるサブメニューが作成されるのを回避
できます。

•

「最近使用 (Recently Used)」カテゴリーを有効にするには、
「最近使用し
たプラグイン」サブメニュー (Submenu with Recently Used Plug-ins) を
オンにし、最近使用されたプラグインのうち、このカテゴリーに表示さ
せる最大数を指定します。
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•

「最近使用 (Recently Used)」カテゴリーは、すべての場所に適用するか、
「マスターセクション」、オーディオモンタージュトラック、オーディオ
モンタージュクリップなどの特定の場所に限定するかを指定できます。
「最近使用 (Recently Used)」カテゴリーを特定の場所に適用するには、
「「最近使用したプラグイン」個別メニュー (Independent Recently Used
Plug-ins Menus)」をオンにします。

オプションの VST プラグインの追加
追加の VST プラグインを保存するフォルダーを指定できます。これは、使用
するサードパーティ製の VST プラグインを標準の VST フォルダーに保存した
くない場合に役立ちます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「プラグイン
(Plug-ins)」を選択します。

2.

「全般 (General)」タブを選択します。

3.

「追加の VST プラグインフォルダー (WaveLab 固有) (Additional VST
Plug-in Folder (WaveLab specific))」セクションでフォルダーアイコンを
クリックし、追加したい VST プラグインが含まれているフォルダーを参
照します。

プラグインの除外
WaveLab Elements で開かないプラグインのリストを指定できます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「プラグイン
(Plug-ins)」を選択します。

2.

「全般 (General)」タブを選択します。

3.

「読み込まないプラグイン (Do Not Load the Following Plug-ins)」セク
ションに、開きたくないプラグインの名前を入力します。
•

正確なファイル名 (パスとファイル拡張子なし) を入力します。

•

ファイル名は 1 行に 1 つずつ入力します。

•

名前の前にアスタリスク 「*」を入力すると、その名前を含むすべてのプ
ラグインが無視されます。
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所在不明のプラグインの置換
オーディオモンタージュを開いたときに、トラックまたはクリップのプラグ
インの一部が所在不明な場合、それらのプラグインを置換するプラグインを
選択できます。

手順
1.

2.
3.

「所在不明のプラグイン (Missing Plug-ins)」ダイアログで、「置換
(Replacement)」コラムをクリックし、「元のプラグイン (Original)」コ
ラムに表示されたプラグインを置換するプラグインを選択します。

今後新しいプラグインを使用したい場合は、
「置換したプラグインをデ
フォルトとして保存 (Save Replacements as Default)」をオンにします。
「OK」をクリックします。

プラグイン環境設定
このタブでは、VST プラグインを管理するための多くのオプションを設定で
きます。
WaveLab Elements が VST プラグインを検索する場所を指定したり、無視する
プラグインを指定したりできます。また、VST プラグインのコントロールが
マウス操作に反応する方法や表示を更新する頻度も選択できます。
独自のファイル構造を使用して VST プラグインの整理と保存を行なう場合、
このダイアログを使用して、読み込むプラグインと読み込まないプラグイン
を細かく制御できます。これは、特定のプラグインを無効にする場合や、
WaveLab Elements で使用する予定がないプラグインを無視する場合に役立ち
ます。
•

プラグイン環境設定を開くには、
「ファイル (File)」>「ユーザー設定
(Preferences)」>「プラグイン (Plug-ins)」を選択します。
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「全般 (General)」タブ

標準の共有 VST プラグインフォルダーを検索 (Search Standard VST Plug-in
Shared Folders)
この項目をオンにすると、WaveLab Elements はデフォルトの VST プラ
グインフォルダー内にある VST プラグインを検索します。
検索対象フォルダーの情報
情報アイコンをクリックすると、WaveLab Elements の起動時にプラグ
インが検索されたフォルダーが表示されます。たとえば、
WaveLab Elements でプラグインが検出されなかった場合に、検索対象
として指定したフォルダーが正しいかどうかを判断するのに役立ちま
す。

追加の VST プラグインフォルダー (WaveLab Elements 固有) (Additional VST
Plug-in Folders (WaveLab Elements Specific))
VST プラグインが保存されている他のフォルダーを指定します。
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以下のサブフォルダーに含まれるプラグインを無視 (複数のフォルダーを指定
する場合はセミコロン ; で区切る) (Ignore Plug-ins Located in the following
Subfolders (Separate Folder Names with a Semicolon))
WaveLab Elements による VST プラグインの検索対象から除外するフォ
ルダーの名前を指定します。
読み込まないプラグイン (Do Not Load the following Plug-ins)
WaveLab Elements で開かないプラグインを指定します。ファイル名 (パ
スとファイル拡張子なし) を入力します。プラグイン名は 1 行に 1 つずつ
入力します。
名前の前にアスタリスク (*) を入力すると、その名前を含むすべてのプ
ラグインが無視されます。
次回起動時にプラグイン検出を実行 (Force Plug-in Detection at Next Launch)
WaveLab Elements を次回起動したとき、プラグインが検出されます。
WaveLab Elements は、起動時間を短縮するため、WaveLab Elements の
起動のたびにプラグインを検出しません。ただし、WaveLab Elements
はプラグインのリストを保持しており、日付やサイズの変更を検出する
と、自動的にこのリストを更新します。
WaveLab Elements を終了するまでメモリー内にプラグインを保持 (Keep
Plug-ins in Memory until WaveLab Elements Quits)
この項目をオンにすると、プラグインの使用を終えたあともメモリーに
保持されます。これによって、プラグインを再度開くときの動作が速く
なります。ただし、プラグインを多く使用すると、一定時間後に多くの
メモリーが使用され、アプリケーションの動作が遅くなります。
表示をより頻繁に更新 (より多くの処理パワーが必要) (Faster Graphics
Refreshing (Consumes More Computer Power))
VST プラグインの表示をより頻繁に更新します。
VST プラグインのノブ操作 (VST Plug-in Knobs)
プラグインのノブを使用するモードを設定します。モードは、「回転
(Circular Mode)」
、「相対的に回転 (Circular Mode (Relative
Movement))」、または「直線 (Linear Mode)」に設定できます。
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「整理 (Organize)」タブ

プラグインのリスト
WaveLab Elements のプラグインが階層で表示されます。ここでは、プ
ラグイン選択メニューまたは「マスターセクション」の「最終段エフェ
クト / ディザリング (Final Eﬀect/Dithering)」パネルおよび「プレイバッ
ク処理 (Playback Processing)」パネル (あるいはその両方) にプラグイン
を表示させるかどうかを指定できます。
「マイプラグイン (Favorites)」リストにプラグインを追加したり、プラ
グインのショートカットを定義したり、カスタムカテゴリーを追加した
りできます。また、一般的なユーザーインターフェースかプラグイン固
有のユーザーインターフェースのどちらを使用するかを指定できます。
広げる / 折りたたむ (Expand/Collapse)
フォルダーツリーを広げるか、折りたたみます。
検索フィールド
プラグインのリストを名前でフィルターできます。
•

検索フィールド内をクリックし、検索文字列を入力します。

•

検索フィールドからプラグインリストにフォーカスを切り替える
には、[ ↓ ] を押します。

•

プラグインリストから検索フィールドにフォーカスを切り替える
には、[Ctrl]/[Command]+[F] を押します。

「new」のプラグインのみを表示 (Only Show New Plug-ins)
この項目をオンにすると、最近検出されたプラグインのみが表示されま
す。
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「new」のステータスを解除 (Remove “New” Status)
最近検出されたプラグインの「new」ステータスをリセットします。
変更を表示 (Show Changes)
現在の設定でプラグインツリーを更新します。
ソート
プラグインのソート方法を指定します。他のパラメーターがその階層に
適用されます。
階層を圧縮 (Compress Hierarchy)
サブメニューとその下のサブメニューに含まれるプラグインの数が、指
定した数 「スレッショルド
(
(Threshold)」) より少ない場合、すべての項目
が 1 つのサブメニューに統合されます。
「スレッショルド (Threshold)」には、階層を圧縮するのに必要な項目の
最小数を指定します。
接頭辞ごとにサブメニューを作成 (Create Submenus Based on Preﬁxes)
サブメニュー内の複数の項目が同じ接頭辞で始まる場合、その接頭辞の
名前が付いたサブメニューを作成します。
「スレッショルド (Threshold)」には、接頭辞の名前が付いたサブメ
ニューの作成に必要な、同じ接頭辞で始まる項目の最小数を指定しま
す。
単一のサブメニューに統合 (Merge Single Submenus)
サブメニューの下に別のサブメニューがあり、その中に項目が 1 つしか
含まれない場合、サブメニューを統合します。
カテゴリー名の変更 (Category Renaming)
階層で使用されるカテゴリー名は、プラグインメーカーによって設定さ
れます。このセクションでは、カテゴリー名を変更できます。これは、
2 つのカテゴリーの名前を同じ名前に変更して、1 つに統合するのに役
立ちます。
「最近使用したプラグイン」サブメニュー (Submenu with Recently Used
Plug-ins)
この項目をオンにすると、
「最近使用 (Recently Used)」サブメニューが
表示されます。
「最大サイズ (Maximum Size)」には、
「最近使用 (Recently Used)」サブ
メニューに表示するプラグインの最大数を指定します。
「「最近使用したプラグイン」個別メニュー (Independent Recently Used
Plug-ins Menus)」オプションでは、
「最近使用 (Recently Used)」サブメ
ニューをプラグインを選択できるすべての場所に適用するか、特定の場
所のみに限定するかを選択できます。
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無視されたプラグイン (Ignored Plug-ins)
「無視されたプラグイン (Ignored Plug-ins)」ダイアログが表示されます。
読み込まれなかったプラグインを確認できます。このダイアログでは、
WaveLab Elements の次回の起動時にこれらのプラグインを再スキャン
するかどうかを指定できます。これは、完全に再スキャンするより高速
です。
プラグインの数 (Number of Plug-ins)
WaveLab Elements で使用可能なプラグインの数が表示されます。
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WaveLab Elements は、ニーズに合わせて設定できます。

補足
環境設定で行なった設定は、別の WaveLab Elements ウィンドウに切り替え
たときに適用されます。

環境設定
環境設定は、WaveLab Elements 全体に適用される設定です。
WaveLab Elements で作業を始める前に、これらの環境設定でニーズに合わせ
て WaveLab Elements を設定することをおすすめします。
•

環境設定を開くには、
「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」
>「グローバル (Global)」を選択します。

「全般 (General)」タブ
このタブでは、設定ファイルの場所およびユーザーインターフェースの言語
を変更できます。変更を有効にするには、アプリケーションを再起動する必
要があります。

全般
言語 (Language)
ユーザーインターフェースの言語を選択できます。

設定情報の利用範囲 (Setting Location)
すべてのユーザーに共通 (Common for All Users)
このコンピューターのすべてのユーザーで環境設定が共有されます。
ユーザーごとに分ける (Independent for Each User)
このコンピューターの各ユーザーが独自の環境設定を使用できます。
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アプリケーションフォルダー (小さいサイズで保存) (Application Folder
(Portable Installation))
設定情報がアプリケーションフォルダーに保存されます。着脱可能な媒
体にアプリケーションをインストールした場合には、この項目を選択し
ます。
フォルダーを指定 (Speciﬁc Folder)
特定のフォルダーに設定情報を保存できます。
現在の設定フォルダーを開く (Open Setting Folder)
設定情報が保存されているフォルダーを開きます。これによって、設定
情報の保存場所を確認したり、それらをバックアップしたりできます。

同期設定 (Synchronization Settings)
マスターフォルダー (Master Folder)
環境設定を保存する場所を指定します。
起動するたびに同期 (Synchronize at Every Launch)
この項目をオンにすると、WaveLab Elements を起動するたびに設定が
同期されます。
次回の起動時に同期 (Synchronize at Next Launch)
この項目をオンにすると、WaveLab Elements を次回起動したときに設
定が同期されます。
環境設定の取扱い
環境設定 (プリセット以外の設定すべて) を同期する方法を指定します。
「環境設定を無視 (Ignore preferences)」または「環境設定を複製 (Mirror
preferences)」のいずれかに設定できます。
プリセットの取扱い
マスターフォルダーに保存されるプリセットを同期する方法を指定しま
す。以下の項目を利用できます。
•

「プリセットを無視 (Ignore Presets)」をオンにすると、プリセット
は同期されません。

•

「プリセットを複製 (Mirror Presets)」をオンにすると、タイムスタ
ンプにかかわらず、マスターフォルダーからプリセットが復元さ
れます。ローカルで追加されたプリセットはすべて削除されます。

•

「新規プリセットを読み込み (Import New Presets)」をオンにする
と、マスターフォルダーにあるプリセットがコンピューターにな
い場合、そのプリセットが読み込まれます。

•

「古いプリセットを更新 (Update Old Presets)」をオンにすると、上
記と同じですが、マスターフォルダーに新しいバージョンのプリ
セットがある場合は上書きされます。

343

ソフトウェアの設定
環境設定

以下のプリセットフォルダーを無視 (複数のフォルダーを指定する場合はセミ
コロン ; で区切る) (Ignore the following Preset Folders (Separate Them with a
Semicolon))
設定の同期時に無視するプリセットフォルダーを指定します。たとえ
ば、「VST オーディオの接続 (VST Audio Connections)」の設定を無視す
るには、フィールドに「VST Audio Connections」と入力します。
マスターを更新 (Update Master)
このボタンをクリックすると、WaveLab Elements の起動時に使用され
た設定で、マスターフォルダーが更新されます。

補足
複数の WaveLab Elements ワークステーションが使用されている場合、
この操作はシステム管理者が実行する必要があります。

「表示形式 (Display)」タブ
このタブでは、アプリケーション全体に関わるユーザーインターフェースの
さまざまな変更を行なえます。これらのオプションを利用することで情報が
表示され、使い勝手もよくなります。逆に、インターフェースを整理するた
めにこれらの機能を無効にすることもできます。

テーマ (Theme)
テーマ
WaveLab Elements のカラーパターンを切り替えることができます。

その他のオプション (Miscellaneous Options)
システムのファイル選択ダイアログを使用してファイルを開く (Use the
System File Selector to Open Files)
この項目をオンにすると、
「名前を付けて保存 (Save As)」オプションを
選択したときに標準のファイル選択ダイアログが表示されます。
ファイルの保存時にクイックファイル選択ダイアログを開く (Open Quick File
Selector When Saving Files)
この項目をオンにすると、保存のショートカットでファイルを保存した
場合に「ファイル (File)」タブのかわりにダイアログが開きます。
起動時に WaveLab Elements ロゴを表示 (Show WaveLab Elements Logo on
Startup)
起動中に WaveLab Elements のロゴを表示するかどうかを指定します。
ツールチップを表示 (Show Tooltips)
この項目をオンにすると、マーカーやコマンドバーボタンにマウスポイ
ンターを合わせたときにツールチップが表示されます。
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アプリケーションがアクティブでないときは最前面のウィンドウを隠す (Hide
Top Level Windows When the Application Is Not Active) (Windows のみ)
この項目をオンにすると、他にアクティブなアプリケーションがあると
きは、すべてのフローティングウィンドウが自動的に非表示になりま
す。この項目をオフにすると、フローティングウィンドウが他のアプリ
ケーションウィンドウの前に表示されたままになります。

履歴 (History)
「最近使用したファイル」メニューの最大項目数 (Maximum Number of Items
in Recent File Menus)
最近使用したファイルのメニューに表示するファイルの最大数を設定し
ます。

「オーディオ /MIDI 形式 (Formats)」タブ
このタブでは、WaveLab Elements で使用するいくつかのオーディオの形式と
単位を設定できます。

オーディオ /MIDI 形式 (Formats)
RMS 値に AES17 標準を使用 (Use AES17 Standard for RMS Values)
RMS 値の算出方法を設定します。
•

この項目をオンにすると、フルスケールのサイン波のオーディオ
ファイルのレベルは 0 dB として表示されます。これは AES 17 規格
に準拠しています。

•

この項目をオフにすると、フルスケールのサイン波のオーディオ
ファイルのレベルは -3 dB として表示されます。

A3 の高さ (ピッチ変換などの基準値に使用) (Pitch of A3 (Used in Frequency to
Note Conversions))
WaveLab Elements が基準とするピッチ (音の高さ) を周波数で指定しま
す。周波数からノートへの変換では、このピッチが反映されます。

MIDI ノートの表示 (MIDI Note Display)
このセクションでは、WaveLab Elements でキーを表示する場合に、ピッチで
表示するか、キーの MIDI ノートナンバーで表示するかを指定します。記譜法
では、キーはそのピッチに従って表わされます。たとえば C3 は、下から 3 番
目の C を表わします。
各キーは、0 から 127 までの MIDI ノートナンバーに相当します。たとえば C3
というキーは、MIDI ノートナンバー 48 に相当します。MIDI ノートナンバー
によって、サンプラーが多数のサンプルを自動的に適切なキーに割り当てで
きます。
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数字の形式 (Numeric Style)
MIDI ノートを数字で表示する形式を指定します。
中央の C (ノート番号 60) (Middle C (Note #60))
MIDI ノートを解釈する音域 (0 〜 127) を指定します。
表示形式 (Display)
アプリケーション全体にわたって MIDI ノートを表示する形式を選択し
ます。

「CD の書き込み (CD Writing)」タブ
このタブでは、CD への書き込みに関するさまざまなパラメーターを設定でき
ます。

CD の書き込み
Burnproof を使用する (Use Burnproof)
CD 書き込みドライブでこの技術がサポートされている場合は、修正可
能なバッファーアンダーランエラーが自動的に修正されます。
ディスクオーバーフローを許可する (Allow Disc Overﬂow)
WaveLab Elements で、ディスクの公式容量より多くのデータ (最大 2
分) の書き込みを試行できるようにします。
オーディオ CD の最大サイズ (Maximum Audio CD size)
CD の最大長を指定できます。プロジェクトがこの長さを超えると、警
告メッセージが表示されます。標準の最大長は 74 分です。

「オプション (Options)」タブ
このタブでは、アプリケーション全体の起動オプションを制御できます。ま
た、メッセージボックスをデフォルトにリセットすることもできます。
代替の外部ファイルブラウザー (Alternative External File Browser)
WaveLab Elements で「ファイルエクスプローラー /Mac Finder 上に
フォルダーを表示 (Reveal Folder in File Explorer/Mac OS Finder)」また
は「ファイルエクスプローラー/Mac Finder 上にファイルを表示 (Reveal
Files in File Explorer/Mac OS Finder)」を選択した場合に開く、代替の外
部ファイルブラウザーを指定できます。
必要に応じて、
「コマンドライン (Command Line)」フィールドにコマン
ドライン書式を入力できます。参照するファイルまたはフォルダーのプ
レースホルダーとして %1 を使用します。
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メッセージの設定を初期化 (Reset Default Answers)
すべてのメッセージボックス設定をデフォルト値にリセットします。た
とえば、「次回以降このメッセージを表示しない」の設定がすべてオフ
になります。

オーディオファイル環境設定
ここでは、
「オーディオエディター」での編集作業に関する設定を定義できま
す。ただし、これらの設定は WaveLab Elements の他の部分にも影響を及ぼ
します。編集および再生に関するデフォルト値を設定したり、波形表示の外
観を調節したりできます。また、オーディオファイルとピークファイルに対
する WaveLab Elements の動作を設定できます。
•

「オーディオファイル環境設定 (Audio Files Preferences)」を開くには、
「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「オーディオファ
イル (Audio Files)」を選択します。

「編集 (Editing)」タブ
波形 (Display)
関連ファイルの表示設定を保存 (Save View Settings in Companion File)
この項目をオンにすると、オーディオファイルに関連付けられたズーム
設定、ルーラー設定、および「マスターセクション」のプリセット (オ
プション) が関連ファイルに保存されます。そのオーディオファイルを
ふたたび開くと、これらの設定が再利用されます。関連ファイルを削除
しても、オーディオコンテンツは変更されません。
別のフォルダーに保存 (Save in an Independent Folder)
この項目をオンにすると、オーディオファイルに関連した設定が保存さ
れた関連ファイルが、この欄で指定したフォルダーに保存されます。オ
フの場合はオーディオファイルと同じフォルダーに保存されます。
設定 (Edit)
「フォルダー (Folders)」ダイアログが開きます。関連ファイルを保存す
る場所を指定できます。
新しいオーディオファイルを開いたときにオーバービューを表示 (Show
Overview when Opening new Audio Files)
この項目をオンにすると、オーディオファイルを開いたときに、「オー
バービュー」も一緒に表示されます。この項目をオフにすると、メイン
ビューだけが表示されます。
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オーバービュー : 波形エリアにも範囲インジケーターを表示 (表示機能のみ)
(Overview: Passive Range Indicator Also Covers the Waveform)
この項目をオンにすると、オーバービューのタイムルーラーに表示され
る範囲インジケーターが波形エリアにも表示されます。ただし、波形エ
リアでは、インジケーターで範囲を変更することはできません。
サンプルレベルのズームで波形のアナログエミュレーションを表示 (Analog
Waveform Emulation at Sample Level Zooming)
この項目をオンにすると、タイムラインのサンプルレベルで波形を拡大
した場合、波形のアナログエミュレーションが表示されます。
オーバービューの表示倍率を自動調節する (Auto-Zoom for Overviews)
この項目をオンにすると、オーディオファイルを開いたとき、ファイル
全体が見渡せるようにオーバービューの表示が自動的に調節されます。
タブにファイル拡張子も表示する (Display File Extension on Tabs)
この項目をオンにすると、タブにはファイル名が拡張子付きで表示され
ます。たとえば、
「piano」ではなく「piano.mp3」と表示されます。
開いたときに表示する範囲 (秒単位で指定) (Number of Seconds to Display on
Opening)
オーディオファイルを初めて開いたときに、表示する時間範囲を指定で
きます。WaveLab Elements は、この時間範囲に基づいて適切な表示倍
率を計算します。
ファイル全体 (Whole Audio File)
この項目をオンにすると、ファイル全体が見渡せるように表示が自動的
に調節されます。

編集
マウスですべてのチャンネルを選択 (Select All Channels with the Mouse)
この項目をオンにすると、マウスを使用してステレオファイルで時間範
囲を選択した場合に、両方のチャンネルが選択されます。[Shift] を押す
と、チャンネルを個別に選択できます。[Tab] を使用して、チャンネル
の選択を切り替えできます。
選択範囲がない場合はファイル全体を処理する (Process Whole File If There is
No Selection)
この項目をオンにすると、オーディオファイルに処理を適用するときに
オーディオが選択されていないと、ファイル全体が処理されます。この
項目がオフにすると、同じ状況で警告メッセージが表示されます。

ジョグ / シャトル再生 (Playback Scrubbing)
再生ツールでのみ使用する (Restrict to Play Tool)
この項目をオンにすると、この機能は「再生ツール」でのみ使用できま
す。
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反復再生の幅 (Sensitivity)
タイムルーラー上をドラッグした場合に反復再生されるオーディオの幅
(デュレーション) を設定します。

選択範囲をゼロクロッシングにスナップ (Snap Selection to Zero-Crossing)
高倍率表示の場合はスナップしない (Do Not Snap at High Zoom Factors)
この項目をオンにすると、波形が非常に大きくズームされているときに
はスナップ機能がオフになります。
検索範囲 (Scan Range)
WaveLab Elements で、対象となる位置の左右でゼロクロッシングをど
こまで検索するかを指定します。

「ファイル (File)」タブ
初期値サンプリングレート (ヘッダー情報のないファイルで使用) (Default
Sample Rate for Files without Header)
ヘッダー部分にサンプリングレート情報のないオーディオファイルを開
く場合、そのファイルに設定するサンプリングレートを指定します。
ピークファイルを別のフォルダーに保存 (Create Peak Files in an Independent
Folder)
この項目をオンにすると、ピークファイルはオーディオファイルと同じ
フォルダーに保存されません。オフの場合はオーディオファイルと同じ
フォルダーに保存されます。フォルダーの場所を指定するには、
「設定
(Edit)」をクリックします。

「表示スタイル (Style)」タブ
このタブでは、波形ウィンドウの要素にカスタム色を指定できます。
表示スタイル (Styles)
デフォルトのスタイルか条件付きのスタイルから選択できます。
対象部分 (Parts)
色を設定できる部分が表示されます。色を編集する対象部分をクリック
します。
表示しない (Hide) (特定の部分のみ)
選択した部分を非表示にします。
点線 (Dotted Line) (特定の部分のみ)
点線に変更します。
透明度 (Transparency) (特定の部分のみ)
選択した要素の透明度を設定します。
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要素のサイズ (特定の部分のみ)
選択した要素のサイズを設定します。
両チャンネルを変更 (Change Both Channels)
ステレオファイルの左右チャンネルに別々の色を設定できます。この項
目をオンにすると、ファイルの左チャンネルの色設定が右チャンネル
に、またはその逆に自動的に複製されます。
メインビューとオーバービューを変更 (Change Both Main View and
Overview)
メインビューとオーバービューに別々の色を設定できます。この項目を
オンにすると、メインビューの色設定がオーバービューに、またはその
逆に自動的に複製されます。
カラーピッカー
選択した部分の色を選択します。色合いを選択するには円の中で希望す
る位置をクリックします。鮮やかさと明るさを調節するには三角形の中
で希望する位置をクリックします。
赤 / 緑 / 青 (Red/Green/Blue)
RGB カラースペクトラムの赤、緑、青を指定します。
色の設定をコピー (Copy Color)
現在の色設定をクリップボードにコピーします。
貼り付け (Paste)
クリップボードにコピーされている色を貼り付けます。
以下の条件が当てはまる場合にスタイルを適用 (This Style Is Used If These
Conditions Apply)
特定の色スタイルを適用する条件を定義します。
拡張子が以下のいずれかに該当 (File Extension Is Any Of)
この項目をオンにすると、指定した拡張子に該当するファイルに対して
色スタイルが適用されます。拡張子はセミコロン「;」で区切ってくださ
い。
ファイル名が以下のキーワードのいずれかを含む (Name Contains Any of
These Keywords)
この項目をオンにすると、名前に特定のキーワードを含んでいるファイ
ルに対して色スタイルが適用されます。キーワードはセミコロン「;」で
区切ってください。
サンプリングレートが以下の範囲内 (Sample Rate Is in the Range)
この項目をオンにすると、サンプリングレートが指定した範囲内にある
ファイルに対して色スタイルが適用されます。
ビット解像度が以下の範囲内 (Bit Resolution Is in the Range)
この項目をオンにすると、ビット解像度が指定した範囲内にあるファイ
ルに対して色スタイルが適用されます。
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チャンネル数が以下に該当 : (Number of Channels Is)
この項目をオンにすると、ファイルのチャンネル数が指定したチャンネ
ル数に該当するファイルに対して色スタイルが適用されます。

オーディオエディターの要素の色設定
「オーディオエディター」のさまざまな要素にはカスタム色を割り当てできま
す。選択した要素に応じて、透明度、外観、ラインを点線にするかどうかな
ど、追加の設定を行なえます。

左 / 右チャンネル (Left/Right Channel)
波形 (Waveform)
波形の色です。
波形 (選択状態) (Waveform (Selected))
選択された部分の波形の色です。
波形の輪郭線 (Waveform Outline)
波形の輪郭線の色です。
波形の輪郭線 (選択状態) (Waveform Outline (Selected))
選択された部分の、波形の輪郭線の色です。
背景の上半分 (Background Top)
背景の上半分の色です。
背景の上半分 (選択状態) (Background Top (Selected))
選択された部分の、背景の上半分の色です。
背景の下半分 (Background Bottom)
背景の下半分の色です。
背景の下半分 (選択状態) (Background Bottom (Selected))
選択された部分の、背景の下半分の色です。
波形の横軸 (中心ライン) (Waveform Main Axis)
波形の横軸の色とそのスタイルです。
波形の横軸 (50 % ライン) (Waveform 50 % Axis)
波形の横軸 (50% ライン) の色とそのスタイルです。

波形の要素
チャンネル分割線 (Channel Separator)
チャンネル分割線の色です。
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カーソル (編集中) (Cursor (Edit))
編集カーソルの色、幅、および透明度です。
カーソル (編集中、フォーカスなし) (Cursor (Edit, No Focus))
フォーカスされていないファイルの編集カーソルの色です。
カーソル (再生中) (Cursor (Play))
再生中のカーソルの色です。
マーカーライン (Marker line)
マーカーラインの色と透明度 (オプション) です。
ファイル終了ライン (End of ﬁle indicator)
ファイル終了ラインの色です。
タイムルーラー スタイル (Time ruler style)
タイムルーラーの色とそのスタイルです。
タイムルーラーフォント (Time ruler font)
タイムルーラーのフォントの色とサイズです。
レベルルーラースタイル (Level ruler style)
レベルルーラーの色、そのスタイル、および透明度です。
レベルルーラーフォント (Level ruler font)
レベルルーラーのフォントの色とサイズです。

オーディオモンタージュの環境設定
ここでは、すべてのオーディオモンタージュまたはアクティブなオーディオ
モンタージュのみに適用する一般的なパラメーターを設定できます。
•

「オーディオモンタージュ環境設定 (Audio Montages Preferences)」タブ
を開くには、
「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>
「オーディオモンタージュ (Audio Montages)」を選択します。

「表示スタイル (Style)」タブ
このタブでは、モンタージュウィンドウのクリップまたはクリップの一部に
カスタム色を指定できます。
対象部分 (Parts)
色を設定できる部分が表示されます。色を編集する対象部分をクリック
します。
チェックボックス
複数の項目を選択して、同時に複数項目の色を設定できます。
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元に戻す (Undo)
最後に行なった変更を取り消します。
やり直し (Redo)
取り消した変更をやり直します。
表示しない (Hide)
選択した部分を非表示にします。
両チャンネルを変更 (Change Both Channels)
ステレオクリップの左右チャンネルに別々の色を設定できます。この項
目をオンにすると、クリップの左チャンネルの色設定が右チャンネル
に、またはその逆に自動的に複製されます。
カラーピッカー
選択した部分の色を選択します。色合いを選択するには円の中で希望す
る位置をクリックします。鮮やかさと明るさを調節するには三角形の中
で希望する位置をクリックします。
赤 / 緑 / 青 (Red/Green/Blue)
RGB カラースペクトラムの赤、緑、青を指定します。
色の設定をコピー (Copy Color)
現在の色設定をクリップボードにコピーします。
貼り付け (Paste)
クリップボードにコピーされている色を貼り付けます。
以下の条件が当てはまる場合にスタイルを適用 (This Style Is Used If These
Conditions Apply)
特定の色スタイルを適用する条件を定義します。
拡張子が以下のいずれかに該当 (File Extension Is Any Of)
この項目をオンにすると、指定した拡張子に該当するファイルを参照し
ているクリップに対して色スタイルが適用されます。拡張子はセミコロ
ン「;」で区切ってください。
ファイル名が以下のキーワードのいずれかを含む (Name Contains Any of
These Keywords)
この項目をオンにすると、名前に特定のキーワードを含んでいるクリッ
プに対して色スタイルが適用されます。キーワードはセミコロン「;」で
区切ってください。
サンプリングレートが以下の範囲内 (Sample Rate Is in the Range)
この項目をオンにすると、クリップが参照しているファイルのサンプリ
ングレートが指定した範囲内にある場合に、そのクリップに対して色ス
タイルが適用されます。
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ビット解像度が以下の範囲内 (Bit Resolution Is in the Range)
この項目をオンにすると、クリップが参照しているファイルのビット解
像度が指定した範囲内にある場合に、そのクリップに対して色スタイル
が適用されます。
チャンネル数が以下に該当 : (Number of Channels Is)
この項目をオンにすると、クリップのチャンネル数が指定したチャンネ
ル数に該当する場合に、そのクリップに対して色スタイルが適用されま
す。

オーディオモンタージュの要素の色設定
モンタージュウィンドウのさまざまな要素にカスタム色を割り当てできます。

クリップの色 (Clip Colors)
設定可能なクリップタイプは以下のとおりです。
クロスフェード範囲 (Crossfade Region)
クリップの重複範囲の背景色を設定できます。
初期設定値 (Default)
色が指定されていないクリップに適用されるデフォルトの色です。
ロック (Locked)
完全ロックされたクリップに適用される色です。
ミュート (Muted)
ミュートされたクリップ適用される色です。
カスタム設定 (Custom)
これらのオプションは、色のサブメニューに表示される項目です。
「以
下の条件が当てはまる場合にスタイルを適用 (This Style Is Used If These
Conditions Apply)」セクションで、設定内容が自動的に適用されるよう
条件を指定できます。
設定可能な色要素は以下のとおりです。
背景 (上部 / 下部) (Background Top/Bottom)
クリップの背景色です。背景は、上部から下部の色にグラデーション表
示されます。
波形 (通常 / 選択状態) (Waveform (Normal/Selected))
選択されたクリップおよび選択されていないクリップの波形の色です。
波形の輪郭線 (通常 / 選択状態) (Waveform Outline (Normal/Selected))
選択されたクリップおよび選択されていないクリップの波形輪郭線の色
です。
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側辺 (Edge)
クリップの左右の辺の色です。
側辺 (選択クリップ) (Edge (Selected))
選択されたクリップの左右の辺の色です。
水平ライン (ゼロレベル) (Axis (Level Zero))
ゼロレベルを示す、クリップ中央の水平ライン (点線) の色です。
水平ライン (ハーフレベル) (Axis (Half Level))
50% レベルを示す、クリップ中央から半分の位置にある水平ライン (点
線) の色です。
チャンネル分割線 (ステレオクリップ) (Channel Separator (Stereo Clip))
ステレオクリップの 2 つのチャンネルを分割するラインの色です。
クリップ名 (Clip Name)
クリップの名前ラベルの色です。
アクティブクリップの名前 (Active Clip Name)
アクティブなクリップの名前ラベルの色です。
アクティブクリップの名前の背景 (Active Clip Name Background)
アクティブなクリップの名前ラベルの背景色です。

その他 (Miscellaneous)
背景 (上部 / 下部) (Background Top/Bottom)
クリップがない領域のトラックビューの背景色です。
選択範囲の背景 (上部 / 下部) (Background (Selected Range) Top/Bottom)
選択範囲の背景色です。
カーソル (編集中) / カーソル (編集中、フォーカスなし) / カーソル (再生中)
(Cursor (Edit) /Cursor (Edit, No Focus) /Cursor (Playback))
それぞれ該当するカーソルの色です。
マーカーライン (Marker Line)
オーディオモンタージュのマーカーラインの色です。
キューポイントのライン / 終了キューポイントのライン (Cue Point Line/End
Cue Point Line)
垂直のキューポイントのライン (点線) および終了キューポイントのライ
ンの色です。
区切りごとの縦線 (時間軸) (Time Grid Lines)
区切りごとの縦線 (時間軸) の色です (タイムルーラーのメニューで表示
をオンにした場合)。
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設定の管理
他のコンピューターにインストールした WaveLab Elements 用に、いくつか
の設定を保存したファイルを作成できます。これらの設定を他の
WaveLab Elements ワークステーションで使用すると、複数のコンピューター
で設定の同期を保持できます。

手順
1.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「グローバル
(Global)」を選択します。

2.

「全般 (General)」タブを選択します。

3.

「設定情報の利用範囲 (Setting Location)」セクションで、設定を保存す
る場所を指定します。

マルチユーザー設定
管理などの目的で、スタジオやスクール内で複数の WaveLab Elements を使
用している場合、1 台の WaveLab Elements をマスターとして設定できます。
このマスターで共有設定にした環境設定やプリセットは、他の Wavelab で使
用できます。
これらの設定は、ローカルネットワークなどに保存できます。
管理者がこれらの設定を更新した場合、他の WaveLab Elements をマスター
設定と同期させることができます。この機能を個々のコンピューターで使用
して、参照設定をバックアップしたり、必要に応じてマスター設定に戻した
りすることもできます。
「環境設定 (Global Preferences)」の「全般 (General)」タブの設定は同期され
ません。これらの設定は、ユーザーごとに startup.ini (Windows) または
startup.plist (Mac) に保存されます。

重要
Windows と Mac では設定を同期できません。
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マルチユーザー設定の手順
マスターの WaveLab Elements で行なった設定は、他の WaveLab Elements で
使用できます。

手順
1.

他の WaveLab Elements で使用したいすべての設定およびプリセットを、
1 台の WaveLab Elements に設定します。

2.

マスターの WaveLab Elements の設定フォルダーを読み取り専用に設定
します。

3.

マスター設定を使用したい別の WaveLab Elements を起動します。

4.

「ファイル (File)」>「ユーザー設定 (Preferences)」>「グローバル
(Global)」を選択します。

5.

「全般 (General)」タブを選択します。

6.

「同期設定 (Synchronization Settings)」セクションで、
「マスターフォル
ダー」を設定し、設定を同期するタイミング、および環境設定またはプ
リセット (あるいはその両方) を同期に含めるかを指定します。

7.

WaveLab Elements を閉じます。

8.

他の WaveLab Elements の startup.ini (Windows) または startup.plist
(Mac) を、他の WaveLab Elements の設定フォルダーにコピーします。

結果
他の WaveLab Elements で、マスターの WaveLab Elements の設定が使用され
ます。
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Steinberg 社が開発した Virtual Studio Technology (VST) を使うと、エフェクト
プラグインを WaveLab Elements. のようなオーディオエディターに統合でき
ます。VST は、デジタル信号処理 (DSP) を使用して、一般的なレコーディング
スタジオ機器のエフェクトをソフトウェアで忠実に再現します。
フリーウェアのプラグインから高額で販売されている製品まで、非常に多く
のプラグインを使用できます。
処理の順序は非常に重要です。エフェクトが処理される順序を変更するには、
スロット間でエフェクトアイコンをドラッグして移動します。
WaveLab Elements には、最大 10 のプラグイン用のスロットがあります。
ほとんどのプラグインは、オーディオ機器にあるようなスイッチやノブに似
たグラフィックが表示されるカスタム GUI を備えています。ホストアプリ
ケーションの UI を使用するプラグインもあります。

組み込みプラグイン
組み込みプラグインは、WaveLab Elements のプラグインフォーマットを使用
しており、他のアプリケーションでは使用できません。
•

WaveLab Elements 固有のプラグインは、「マスターセクション」でのみ
使用できます。ただし、一部の WaveLab Elements エフェクトは VST プ
ラグインとして含まれ、オーディオモンタージュでトラックエフェクト
やクリップエフェクトとして使用できます。

•

「プラグインの設定 (Plug-in Settings)」ダイアログを使用すると、
「マス
ターセクション」の「エフェクト (Eﬀects)」ペインおよび「最終段エ
フェクト / ディザリング (Final Eﬀect/Dithering)」ペインで使用可能にす
るプラグインを指定できます。

Resampler
Resampler は、クリアーな音質を保ったままで周波数成分を保護する、プロ
フェッショナル向けのサンプリングレートコンバーターです。このプラグイ
ンは「マスターセクション」でのみ使用できます。

補足
このプラグインでは、特に高品質モードでの CPU 負荷が非常に高くなります。
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Output Sample Rate
出力のサンプリングレートを設定します。入力のサンプリングレート
は、アクティブなオーディオファイルまたはオーディオモンタージュの
サンプリングレートによって決まります。
Quality
使用されるアルゴリズムの品質 「プレビュー
(
(高速) Preview (fast)」また
は「標準 (Standard)」
) を設定します。

Ducker
Ducker プラグインを使用すると、トラックに配置されたクリップのボリュー
ムを、その下の隣接するトラックに配置されたクリップの信号でコントロー
ル (変調) できます。Ducker プラグインは、オーディオモンタージュでのク
リップエフェクトとしてのみ使用できます。
このプラグインでは、
「トラック (Track)」メニューの「〜に送る (Route to...)」
が使用されます。変調されるトラックと基準になるトラックのいずれにも、
モノラルまたはステレオトラックを使用できます。

Threshold
Ducker をトリガーするラウドネスのスレッショルドを設定します。基
準になるトラック上のクリップがスレッショルドを超えるレベルになる
と、変調されるトラックのクリップレベルが下がります。
Damping
基準になるトラックのクリップに適用するレベル減衰の量を設定しま
す。
Fall Time
レベルが 0 dB から設定した減衰レベルに変わるまでにかかる時間を設定
します。
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Hold Time
モジュレーション信号が設定したスレッショルドを下回った場合、通常
のレベルに上がりはじめるまでに、レベルが減衰したままになる時間を
設定します。
Rise Time
モジュレーション信号が設定したスレッショルドのレベルを下回った場
合に、
「Hold time」の経過後、通常のレベルに戻るまでの時間を設定し
ます。
Mix Mode
この項目をオンにすると、Ducker は 2 つのトラックのミックスを出力し
ます。この項目は、変調されるトラックで「上のトラックのみに送る
(Route to upper Track Only)」がオンになっている場合にのみ効果があり
ます。変調されるトラックで、Ducker のあとに別のプラグインが割り
当てられている場合、同じプラグインチェーンの複数のクリップを処理
するのにこの機能を使用できます。
ミックスされた出力は、変調されるトラック側でコントロールされるこ
とに注意してください。変調されるトラックでクリップが再生されない
場合、両方のトラックが無音になります。

Leveler
Leveler プラグインは、ステレオチャンネル間でバランスの修正やレベルの調
節を行なう場合や、モノラルへミックスダウンする場合に役立ちます。

Volume Left/Volume Right (-48 dB 〜 12 dB)
出力バスの左右のチャンネルに割り当てる信号の量を指定します。
Stereo Link
この項目をオンにすると、
「Volume Left」に設定されたゲインが
「Volume Right」に適用されます。
Mix to Mono
この項目を ON にすると、ステレオチャンネルがモノラルミックスされ
て出力バスに送られます。

360

プラグインリファレンス
組み込みプラグイン

MasterRig
MasterRig を使用すると、直感的かつクリエイティブな方法でオーディオ素材
をマスタリングできます。MasterRig はハイクラスな音質、精度、柔軟性、コ
ントロールを提供します。

メインレイアウト
モジュールチェーン
モジュールチェーンには、マスタリングモジュールが含まれています。最大 5
つのモジュールを追加できます。

モジュールごとに、以下の設定を利用できます。
バイパス
モジュールをバイパスします。これにより、信号を処理する前とあとの
サウンドを比較できます。
ソロ
モジュールをソロにします。一度にソロにできるのは 1 つのモジュール
だけです。
削除
モジュールチェーンからモジュールを削除できます。

スペクトラムディスプレイ
パネルの上半分に表示されるスペクトラムディスプレイでは、周波数帯域の
幅を設定します。左側にある縦軸のスケールには、各周波数帯域のゲインレ
ベルが示されます。横軸のスケールには、周波数範囲が示されます。

•

周波数帯域の範囲を定義するには、各周波数帯域の端にあるハンドルを
使用します。
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•

+/- 15dB の範囲で周波数帯域の出力レベルを減衰または増幅するには、
各周波数帯域の上部にあるハンドルを使用します。

設定

Param. Link
モジュール内のすべての帯域の同じ種類のパラメーターをリンクしま
す。これにより、モジュール内のすべての帯域のパラメーター値を同時
に編集できます。リンク方法には「ABS」モードと「REL」モードの 2
通りがあります。
•

「ABS」モードをオンにした場合、一方の帯域のパラメーター値を
編集すると、もう一方の帯域の対応するパラメーター値も同じ値
に設定されます。

•

「REL」モードをオンにした場合、一方の帯域のパラメーター値を
編集すると、もう一方の帯域の対応するパラメーター値は相対関
係を維持して変更されます。

Auto Listen for Filters
この項目をオンにした場合、モジュールのパラメーターを編集すると、
対応するフィルターまたは帯域がソロになります。これにより、オー
ディオ内の不要な周波数を特定し、特定の帯域またはフィルターに
フォーカスできます。パラメーターの編集をやめると、「ソロ」は無効
になります。
Undo/Redo
最後の操作を取り消し / 前回取り消した操作をやり直します。

入出力メーター
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入出力メーターは、ピークレベルメーター (ピークホールド機能付き) と RMS
メーターを組み合わせたものです。入力メーターと出力メーターの間には、
「Limiter」のゲインリダクションメーターがあります。
メーターディスプレイの上には、入出力のピークレベル、RMS、およびゲイ
ンリダクションの最大値が表示されます。すべての最大値をリセットするに
は、いずれかの値をクリックします。

モジュール
各モジュールを使用して、マスタリングチェーンを作成できます。モジュー
ルチェーン内で一度しか使用できないモジュールと、2 つのインスタンスで使
用できるモジュールがあります。モジュールチェーン内のモジュールの順序
を変更して、処理順を変更できます。
•

モジュールチェーンにモジュールを追加するには、モジュールセクショ
ンで「Add Module」をクリックして、モジュールをクリックします。

•

モジュールを削除するには、対応する「削除」ボタンをクリックしま
す。

•

モジュールをバイパスするには、対応する「バイパス」ボタンをクリッ
クします。

•

モジュールをソロにするには、対応する「ソロ」ボタンをクリックしま
す。

•

モジュールの順序を変更するには、モジュールチェーン内の別の場所に
モジュールをドラッグします。

Limiter
「Limiter」モジュールは、出力レベルを設定した値以下に抑えて、後の工程で
クリッピングが起きないようにすることを目的としています。
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各帯域の設定

オン / オフ
各セクションをオン / オフにします。

HARMONICS
「HARMONICS」セクションをオンにすると、
「Limiter」モジュールが信号を
ゆるやかに抑え始めます。同時に、真空管アンプを使用したような暖かいサ
ウンド特性をオーディオ素材に加える倍音が発生します。
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DRIVE
信号に適用するゲインの増幅量を調節し、ソフトクリッピングの量を増
やします。
GAIN
減衰量を設定します。

BRICKWALL
「ブリックフォールリミッター」では、アタックタイムが早いため、不自然な
響きを発生させずに、瞬発的なオーディオレベルピークも低減できます。制
限量は、入力メーターと出力メーターの間に表示されます。

REL
信号がスレッショルドより下がった場合に、ゲインが元のレベルに戻る
までにかかる時間を設定します。
「Auto Release」をオンにすると、プラ
グインによってオーディオ素材に最適なリリース設定が検出されます。
OUTPUT
出力レベルを設定します。

MAXIMIZER
「Maximizer」は、クリッピングを防ぎながらオーディオ素材のラウドネスを
上げます。制限量は、入力メーターと出力メーターの間に表示されます。
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OPTIMIZE
信号のラウドネスを設定します。
OUTPUT
出力レベルを設定します。

Compressor
「Compressor」モジュールを使用すると、2 つの周波数帯域に信号を分割でき
ます。それぞれの周波数帯域で、レベル、周波数帯域幅、およびコンプレッ
サー特性を指定できます。
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各帯域の設定

オン / オフ
各セクションをオン / オフにします。
周波数帯域をソロにする
各周波数帯域をソロにするには、各セクションの「S」ボタンをオンに
します。一度にソロにできるのは 1 つの帯域だけです。
バンド数の追加 / 削除
バンド数を追加 / 削除します。

Standard
なめらかなコンプレッションエフェクトを作成します。

THRESH (-60 〜 0dB)
信号レベルが設定したスレッショルドを上回るとコンプレッサーがトリ
ガーされます。
ATT (0.1 〜 100ms)
コンプレッサーが反応する速さを決定します。アタックタイムが長い
と、信号の最初の部分で、処理されずに通過する信号の量が多くなりま
す。
REL (10 〜 1000ms)
ゲインが元のレベルに戻るまでにかかる時間を設定します。
「Auto
Release」をオンにすると、プラグインによってオーディオ素材に適し
たリリース設定が検出されます。
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RATIO
設定したスレッショルドを超える信号に対するゲインの減衰量を設定し
ます。
MIX
ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。
コンプレッサーカーブディスプレイ
「THRESH」および「RATIO」パラメーター設定に基づいた形のコンプ
レッサーカーブがグラフィック表示されます。
OUTPUT
出力ゲインを設定します。

Tube
Tube Compressor は、チューブシミュレーションが統合された多機能コンプ
レッサーです。なめらかで温かみのあるコンプレッションエフェクトを生成
できます。

INPUT
「OUTPUT」設定との組み合わせにより、圧縮量を設定します。入力ゲイ
ン設定を上げて出力ゲイン設定を下げると、圧縮幅が大きくなります。
ATT (0.1 〜 100ms)
コンプレッサーが反応する速さを決定します。アタックタイムが長い
と、信号の最初の部分で、処理されずに通過する信号の量が多くなりま
す。
REL (10 〜 1000ms)
ゲインが元のレベルに戻るまでにかかる時間を設定します。
「Auto
Release」をオンにすると、プラグインによってオーディオに最適なリ
リース設定が検出されます。
DRIVE
チューブのサチュレーションの量をコントロールします。
MIX
ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。
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OUTPUT
出力ゲインを設定します。

Equalizer
「Equalizer」モジュールは、4 つの調節可能な中域を備えた、高品質の 4 バン
ドパラメトリックステレオイコライザーです。低域は、シェルビングフィル
ター、ピークフィルター (バンドパス)、またはカットフィルター (ローパス、
バンド 1 のみ) のいずれかとして動作します。

各帯域の設定

オン / オフ
各セクションをオン / オフにします。
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Equalizer セクション

タイプ
EQ タイプは「Low Shelf」
、「Peak」、「High Shelf」、および「Notch」か
ら選択できます。バンド 1 には、
「Cut 12」
、「Cut 24」、
「Cut 48」も選択
できます。
•

「Low Shelf」は、カットオフ周波数より下の周波数を指定された量
だけ増幅 / 減衰します。

•

「High Shelf」は、カットオフ周波数より上の周波数を指定された
量だけ増幅 / 減衰します。

•

「Peak」は、設定した周波数値の周波数を、釣り鐘型のフィルター
で増幅 / 減衰します。

•

「Notch」は、設定した周波数値の周波数を、非常に幅の狭いフィ
ルターで増幅 / 減衰します。

•

「Cut」は、設定した周波数より下の周波数を減衰します。オク
ターブあたりのデシベル数が異なる複数のスロープから選択でき
ます (12dB、24dB、48dB)。

FREQ (20 〜 20000Hz)
各帯域の周波数を設定します。
Q
各帯域の幅をコントロールします。
GAIN (-15 〜 +15dB)
各帯域で減衰 / 増幅する量を設定します。

Saturator
「Saturator」モジュールを使用すると、アナログチューブのサウンドをシミュ
レートしたり、アナログテープマシーンで録音する際のサチュレーションお
よびコンプレッションエフェクトをシミュレートしたりできます。
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各帯域の設定

オン / オフ
各セクションをオン / オフにします。
周波数帯域をソロにする
各周波数帯域をソロにするには、各セクションの「S」ボタンをオンに
します。一度にソロにできるのは 1 つの帯域だけです。
バンド数の追加 / 削除
バンド数を追加 / 削除します。
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Saturator セクション

TAPE/TUBE
チューブサチュレーションとテープサチュレーションを切り替えること
ができます。
•

チューブサチュレーションは、チューブのサチュレーションをシ
ミュレートします。

•

テープサチュレーションは、アナログテープマシーンでの録音の
サチュレーションおよびコンプレッションをシミュレートします。

DRIVE
サチュレーションの量をコントロールします。
MIX
ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。
OUTPUT
出力ゲインを設定します。

Imager
「Imager」モジュールを使用すると、オーディオ入力のステレオ感を広げたり
狭めたりできます (最大 2 帯域)。これにより、設定した周波数領域のステレオ
イメージを個別に調節できます。
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各帯域の設定

オン / オフ
各セクションをオン / オフにします。
周波数帯域をソロにする
各周波数帯域をソロにするには、各セクションの「S」ボタンをオンに
します。一度にソロにできるのは 1 つの帯域だけです。
バンド数の追加 / 削除
バンド数を追加 / 削除します。
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Imager セクション

WIDTH
ステレオ幅を帯域ごとにコントロールできます。
PAN
信号を左右にパンニングできます。
OUTPUT
各帯域の出力レベルを設定します。

Peak Master
Peak Master プラグインは、オーディオファイルのピークを抑える基本的なプ
ラグインです。クリッピングを防ぎながらミキシング時の音量を大きくでき
ます。ダイナミクスの変化が大きいインストゥルメントのピークを抑えるの
に便利です。
このプラグインは、主にブリックウォールリミッターとして使用されます。
たとえば、オーディオピーク以外のオーディオ信号を変更せずに、オーディ
オピークを制限できます。この場合、
「Input Gain」を 0 dB に設定し、「Out
Ceiling」を 0 dB に設定すると、クリッピングのないオーディオ信号を生成で
きます。「Peak Master」は、リサンプラープラグインのあと、ディザリングプ
ラグインの前に使用するのが最適です。

Input Gain
-12 〜 24 dB の範囲で値を指定できます。
Out Ceiling
出力信号の最大レベルを指定します。-18 〜 0 dB の範囲で値を指定でき
ます。
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Softness
いくつかのサンプルにリミッターが適用されたあと、信号が影響されな
くなる速度を指定します。-5 〜 +5 の範囲で値を指定できます。

Silence
Silence プラグインは、オーディオファイルの始まりまたは終わりに、静寂 /
無音部分を正確な長さで簡単に挿入できます。このプラグインを使用して
ファイルの終わりに静寂 / 無音部分を追加し、リバーブプラグインのリバー
ブテールがファイルの終わりで突然途切れないようにできます。

Start
スライダーを使用して、ファイルの始まりに 0 〜 60,000 ミリ秒の静寂 /
無音部分を挿入します。
End
スライダーを使用して、ファイルの終わりに 0 〜 60,000 ミリ秒の静寂 /
無音部分を挿入します。

Stereo Expander
Stereo Expander プラグインは、ステレオサウンドの幅を広げるエンハンサー
です。このプラグインでは、(モノラルチャンネルをパンして定位を変えるこ
とでステレオイメージを作り出すよりも) 「本物」のステレオ素材をもとにし
た方が効果的です。

Width
値を上げるとステレオサウンドの左右の幅が広がります。通常、
「Width」は 0 〜 20 % の値に設定します。これよりも高い値は、特殊な
エフェクトを目的とした場合に使用されます。
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Steinberg 社の VST 3 プラグイン
WaveLab Elements では、VST プラグインの使用に制限はありません。プラグ
インを挿入できる場所であればどこでも使用できます。
•

「プラグインの設定 (Plug-in Settings)」ダイアログを使用すると、
「マス
ターセクション」の「エフェクト (Eﬀects)」ペインおよび「最終段エ
フェクト / ディザリング (Final Eﬀects/Dithering)」ペインで使用可能に
する VST プラグインを指定できます。

•

VST プラグインには、独自のプリセット処理方法があります。エフェク
トプログラム (プリセット) は保存または読み込みできます。

AutoPan
AutoPan プラグインは、シンプルなオートパンエフェクトです。手動でモ
ジュレーション速度を設定し、異なる波形を指定して左右のステレオ位置を
ゆらす (パンする) ことができます。

Rate
オートパンの速度を設定します。
sync
テンポ同期のオン / オフを切り替えます。
Width
オートパンエフェクトの深さ (左右のスピーカーにサウンドを振る度合
い) を設定します。
波形セレクター
モジュレーションの波形を選択します。
「正弦波」の場合、なめらかな
スイープ信号が生成されます。
「三角波」の場合、のこぎり波が生成さ
れます (片方のスピーカーからもう一方のスピーカーへスイープしたあ
と、素早く戻る)。

Brickwall Limiter
Brickwall Limiter プラグインは、設定した制限を超えないように出力レベルを
調節します。
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アタックタイムが早いため、不自然な響きを発生させずに、瞬発的なオー
ディオレベルピークも低減できます。ただし、1 ミリ秒のレイテンシーが発生
します。Brickwall Limiter には、入力、出力、および制限の量ごとのメーター
があります。このプラグインは、信号チェーンの最後、ディザリングの前に
配置します。
THRESHOLD (-20 〜 0dB)
リミッターが効き始めるレベルを決定します。設定したスレッショルド
より高いレベルの信号のみが処理されます。
RELEASE
信号がスレッショルドより下がった場合に、ゲインが元のレベルに戻る
までにかかる時間を設定します。
「AUTO」ボタンをオンにすると、プラ
グインによってオーディオ素材に応じた最適なリリース設定が検出され
ます。
LINK
このボタンをオンにした場合、レベルが最も高いチャンネルを使用し
て、入力信号が解析されます。オフにした場合、各チャンネルが個別に
解析されます。
DETECT INTERSAMPLE CLIPPING
この項目をオンにすると、デジタルからアナログに信号を変換する際、
サウンドの歪みを防ぐために 2 つのサンプル間の信号レベルが検出さ
れ、抑えられます。

補足
Brickwall Limiter は、信号の不定期なピークを低減するように設計されていま
す。ゲイン減衰量メーターで頻繁なリミット処理が見られる場合、スレッ
ショルドの設定を高くするか、入力信号の全体レベルを下げてください。

Channel Extractor
このプラグインを使用すると、ステレオオーディオの片方のチャンネルだけ
を別ファイルとして取り出せます。
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Channel
ステレオオーディオの左右どちらのチャンネルを取り出すかを選択でき
ます。

Chorus
Chorus プラグインは、1 段階のコーラスエフェクトです。取り込んだ音をわ
ずかにデチューンして元のサウンドに加えることで、音に奥行きや厚みを出
します。

Rate
テンポ同期がオフの場合、スイープレートを設定します。
sync
テンポ同期のオン / オフを切り替えます。
Width
コーラスエフェクトの深さを設定します。値が高いほど効果も大きくな
ります。
Spatial
エフェクトのステレオサウンドの広がりを設定します。時計回りに回す
と、より広がりのあるステレオエフェクトが得られます。
Mix
ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。このエフェ
クトをセンドエフェクトとして使用する場合、センドでドライ音とエ
フェクト音のバランスを調節できるため、このパラメーター値は最大値
に設定します。
波形セレクター
モジュレーションの波形を選択し、コーラススイープの特性を変更でき
ます。正弦波と三角波を使用できます。
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Delay
初期ディレイタイムを調節します。モジュレーションスイープの周波数
範囲に影響します。
filter Lo/Hi
エフェクト信号の低域と高域をフィルタリングできます。

補足
サイドチェーンがサポートされている場合、別の信号ソースからサイド
チェーン入力でモジュレーションを制御することもできます。サイドチェー
ンからの入力レベルがスレッショルド値以上になると、その信号の波形に
従ってモジュレーションがかかります。サイドチェーンのルーティング設定
については、オペレーションマニュアルを参照してください。

Compressor
Compressor プラグインは、オーディオのダイナミックレンジを圧縮し、音量
の小さい音を大きくしたり、音量の大きい音を小さくしたり、その両方を行
なったりします。

「Compressor」には、「Threshold」および「Ratio」パラメーター設定に基づ
いた形のコンプレッサーカーブが個別にグラフィック表示されます。また、
「Gain Reduction」メーターにはゲインの dB 単位の減衰量が表示され、「ソフ
トニー」/「ハードニー」圧縮モードと、プログラムに基づいた「Release」
パラメーターの「auto」機能も利用できます。
Threshold (-60 〜 0 dB)
コンプレッサーが効き始めるレベルを決定します。設定したスレッショ
ルドより高いレベルの信号のみが処理されます。
Ratio
設定したスレッショルドを超える信号に対するゲインの減衰量を設定し
ます。たとえば、レシオ 3:1 とは、入力レベルが 3dB 上がるごとに出力
レベルが 1dB 上がることを意味します。
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soft knee
このボタンをオフにすると、設定したレシオに従い、スレッショルドを
超えた信号はすぐに圧縮されます (ハードニー)。
「soft knee」をオンに
すると、圧縮の始まりはより緩やかになり、違和感が少なくなります。
Make-Up (0 〜 24 dB または「Auto」モード)
圧縮による出力ゲインのロスを補正します。
「auto」ボタンをオンにす
ると、ノブの表示が暗くなり、出力でゲインのロスが自動的に調整され
ます。
Attack (0.1 〜 100 ミリ秒)
設定したスレッショルドを超えた信号に対してコンプレッサーが反応す
る速さを決定します。アタックタイムが長いと、信号の最初の部分で、
処理されずに通過する信号の量が多くなります。
Hold (0 〜 5000 ミリ秒)
信号がスレッショルドを超えたあと、信号に圧縮エフェクトをかけ続け
る時間を設定します。DJ スタイルのダッキングには短いホールドの方が
適切で、ドキュメンタリーフィルムなどで音楽をダッキングする場合は
ホールドを長くする必要があります。
Release (10 〜 1000 ミリ秒または「Auto」モード)
信号がスレッショルドより下がった場合に、ゲインが元のレベルに戻る
までにかかる時間を設定します。
「Auto」ボタンをオンにすると、プラ
グインによってオーディオ素材に応じた最適なリリース設定が検出され
ます。
Analysis 「ピークのみ」から「RMS
(
のみ」)
ピークまたは RMS の値のどちらに基づいて入力信号を解析するかを決定
します。値 0 はピークのみ、値 100 は RMS のみです。
「RMS」モードは、
オーディオ信号の平均パワーを基準に動作します。
「ピーク」モードは、
ピークレベルに基づく度合いが増します。一般的な目安としては、ボー
カルなどの不連続な部分があまりない素材では 「RMS」モードの方が適
しており、多くの不連続なピークがあるパーカッシブな音の多い素材で
は「ピーク」モードの方が適しています。
Live
このボタンをオンにすると、エフェクトの先読み機能が無効になりま
す。先読みが有効な場合、より正確な処理が可能になりますが、一定量
のレイテンシーが発生するというデメリットもあります。
「live」モード
をオンにするとレイテンシーが発生しないため、ライブの処理に適して
います。

Distortion
Distortion は入力されたサウンドに歪みを加えます。
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Boost
ディストーションの量を増やします。
Feedback
出力信号の一部をエフェクト入力にフィードバックします。値が大きい
ほどディストーションエフェクトが強くなります。
Tone
ディストーションエフェクトをかける周波数帯域を選択できます。
Spatial
左右のチャンネルのディストーション特性を変え、ステレオエフェクト
を作り出します。
Output
出力レベルを設定します。

Gate
ゲート (またはノイズゲート) は、設定したスレッショルドより低いオーディ
オ信号を無音化します。信号レベルが設定したスレッショルドを超えるとす
ぐに、ゲートが開いて信号を通過させます。

Threshold (-60 〜 0 dB)
ゲートが有効になるレベルを決定します。設定したスレッショルドを超
えた信号レベルに対してはゲートが開き、設定したスレッショルドより
低い信号レベルに対してはゲートが閉じます。
「state」LED
ゲートが開いているか (LED が緑色に点灯)、閉じているか (LED が赤色に
点灯)、またはその中間か (LED が黄色に点灯) を示します。
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フィルターボタン 「LP」
(
、「BP」
、および「HP」
)
「SIDE CHAIN」ボタンをオンにすると、フィルターボタンを使用して
フィルターの種類をローパス、バンドパス、またはハイパスのいずれか
に設定できます。
side chain
内部のサイドチェーンフィルターを有効にします。サイドチェーンフィ
ルターを有効にすると、設定したフィルターパラメーターに従って入力
信号の波形を操作できます。内部サイドチェーンは、Gate の動作をカス
タマイズするのに役立ちます。
Center (50 〜 20000 Hz)
「side chain」ボタンをオンにした場合に、フィルターの中心周波数を設
定します。
Q-Factor
「side chain」ボタンをオンにした場合に、フィルターの幅またはレゾナ
ンスを設定します。
Monitor
フィルタリングした信号をモニタリングできます。
Attack (0.1 〜 1000 ミリ秒)
ゲートが有効になったあと、ゲートを開くまでの時間を設定します。

補足
「live」ボタンをオフにすると、スレッショルドを超えた信号の再生時に
ゲートを確実に開いておくことができます。
Hold (0 〜 2000 ミリ秒)
信号がスレッショルドレベルより低くなったあと、ゲートを開いたまま
にしておく時間を決定します。
Release (10 〜 1000 ミリ秒または「Auto」モード)
「Hold」の設定時間が経過したあと、ゲートが閉じるまでにかかる時間
を設定します。「auto」ボタンをオンにすると、Gate はオーディオ素材
に応じて最適なリリース設定を自動的に検出します。
Analysis 「ピークのみ」から「RMS
(
のみ」)
ピークまたは RMS の値のどちらに基づいて入力信号を解析するかを決定
します。値 0 はピークのみ、値 100 は RMS のみです。
「RMS」モードは、
オーディオ信号の平均パワーを基準に動作します。
「ピーク」モードは、
ピークレベルに基づく度合いが増します。一般的な目安としては、ボー
カルなどの不連続な部分があまりない素材では 「RMS」モードの方が適
しており、多くの不連続なピークがあるパーカッシブな音の多い素材で
は「ピーク」モードの方が適しています。
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Live
このボタンをオンにすると、エフェクトの先読み機能が無効になりま
す。先読みが有効な場合、より正確な処理が可能になりますが、一定量
のレイテンシーが発生するというデメリットもあります。
「live」モード
をオンにするとレイテンシーが発生しないため、ライブの処理に適して
います。

Limiter
Limiter プラグインは、出力レベルを設定レベル以下に抑えて、後の工程でク
リッピングが起きないようにすることを目的としています。

Limiter は、オーディオ素材に基づいて「Release」パラメーターを自動的に調
整し、最適化できます。あるいは、このパラメーターを手動で設定すること
もできます。また、Limiter には入力、出力、および制限の量を個々に設定す
るためのメーターがあります (中央の各メーター)。
Input (-24 〜 24dB)
入力ゲインを設定します。
Output (-24 〜 6dB)
最大出力レベルを設定します。
Release (0.1 〜 1000 ミリ秒または「Auto」モード)
ゲインが元のレベルに戻るまでにかかる時間を設定します。
「Auto」ボ
タンをオンにすると、プラグインによってオーディオ素材に応じた最適
なリリース設定が検出されます。

Maximizer
Maximizer プラグインは、クリッピングを防ぎながらオーディオ素材のラウド
ネスを上げます。
Output (-24 〜 6dB)
最大出力レベルを設定します。
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Optimize
信号のラウドネスを設定します。
soft clip
このボタンをオンにすると、Maximizer は信号をゆるやかに抑え始める
(クリップしはじめる) ようになります。同時に、真空管アンプを使用し
たような暖かいサウンド特性をオーディオ素材に加える倍音が発生しま
す。

MonoDelay
MonoDelay はテンポベースで、または自由にディレイタイムを設定して使用
できます。

Delay
テンポ同期がオンの場合、ディレイのベースノート値を設定します。テ
ンポ同期がオフの場合、ミリ秒単位でディレイタイムを設定します。
sync
テンポ同期のオン / オフを切り替えます。
Feedback
ディレイの繰り返しの数を設定します。
filter Lo
エフェクト信号のフィードバックループに影響し、低域をフィルタリン
グできます。ノブの下のボタンでオン / オフを切り替えます。
filter Hi
エフェクト信号のフィードバックループに影響し、高域をフィルタリン
グできます。ノブの下のボタンでオン / オフを切り替えます。
Mix
ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。このエフェ
クトをセンドエフェクトとして使用する場合、センドでドライ音とエ
フェクト音のバランスを調節できるため、このパラメーター値は最大値
に設定します。
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RoomWorks SE
Roomworks SE は、RoomWorks プラグインの簡易版です。このプラグイン
は、高品質の残響音を作り出せますが、RoomWorks に比べて使用できるパラ
メーターが少なく、CPU パワーも必要としません。

Pre-Delay
リバーブが効き始めるまでの時間を設定します。初期反射音が聴こえる
までの時間を長くすると、広い空間をシミュレートできます。
Reverb Time
残響時間を秒単位で設定できます。
Diffusion
後部残響音の特性をコントロールします。値を上げると拡散音が増え、
なめらかなサウンドになります。値を下げるとサウンドがクリアになり
ます。
Level hi
高域のディケイタイムを調節します。通常の室内環境の残響では、中域
よりも高域と低域の方が早く消えます。レベルのパーセンテージを下げ
ると、高域が消えるまでの時間が短くなります。100 % を超える値を設
定すると、中域よりも高域が消えるまでの時間の方が長くなります。
Level lo
低域のディケイタイムを調節します。通常の室内環境の残響では、中域
よりも高域と低域の方が早く消えます。レベルのパーセンテージを下げ
ると、低域が消えるまでの時間が短くなります。100 % を超える値を設
定すると、中域よりも低域が消えるまでの時間の方が長くなります。
Mix
ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。
RoomWorks SE を FX チャンネルのインサートとして使用する場合、この
値を 100 % に設定することをおすすめします。

StereoDelay
StereoDelay には、それぞれ自由にディレイタイムを設定できる 2 つの独立し
たディレイラインがあります。
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Delay
テンポ同期がオンの場合、ディレイのベースノート値を設定します。テ
ンポ同期がオフの場合、ミリ秒単位でディレイタイムを設定します。
Feedback
ディレイの繰り返しの数を設定します。
filter Lo
エフェクト信号のフィードバックループに影響し、低域をフィルタリン
グできます。ノブの下のボタンでオン / オフを切り替えます。
filter Hi
エフェクト信号のフィードバックループに影響し、高域をフィルタリン
グできます。ノブの下のボタンでオン / オフを切り替えます。
Pan
各ディレイのステレオ定位を設定します。
Mix
ドライ信号とウェット信号のレベルバランスを設定します。このエフェ
クトをセンドエフェクトとして使用する場合、センドでドライ音とエ
フェクト音のバランスを調節できるため、このパラメーター値は最大値
に設定します。

StereoEnhancer
StereoEnhancer プラグインは、ステレオオーディオ素材でステレオサウンド
の左右の広がりを拡大します。モノラルファイルでは使用できません。

Width
サウンドをステレオに広げる際の左右の広がりまたは深さをコントロー
ルします。時計回りに回すと左右の幅が広がります。
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Delay
左右のチャンネルの時間差を増やし、ステレオエフェクトをさらに強く
します。
Color
チャンネル間の信号差をさらに作り出し、ステレオエフェクトを強くし
ます。
mono
出力をモノラルに切り替えます。ステレオイメージを拡張するときに不
適切なサウンドの加工が行なわれていないかをチェックするために使用
します。

StudioEQ
StudioEQ は、2 つの調節可能な中域を備えた、高品質の 4 バンドパラメト
リックステレオイコライザーです。低域と高域は、シェルビングフィルター
(3 種類)、ピークフィルター (バンドパス)、またはカットフィルター (ローパス
/ ハイパス) のいずれかとして動作します。

Gain (-20 〜 +24dB)
各帯域で減衰 / 増幅する量を設定します。
inv
フィルターのゲイン値の位相を反転します。このボタンを使用すると、
不要なノイズをフィルターで除去できます。除去する周波数帯域を探す
ときは、まずその周波数帯域を増幅する (フィルターをプラスのゲイン
値に設定する) と見つけやすくなる場合があります。ノイズの周波数帯
域が見つかったら、
「inv」ボタンを使用して除去します。
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Freq (20 〜 20000 Hz)
各帯域の周波数を設定します。周波数は Hz またはノート値のいずれか
で設定できます。ノート値を入力した場合、周波数が自動的に Hz に変
わります。たとえば、ノート値 A3 を入力すると、周波数が 440Hz に設
定されます。ノート値を入力する際、セントオフセット 「A5
(
-23」、
「C4
+49」など) を入力できます。

補足
ノート値とセントオフセットの間には、半角スペースを入れてくださ
い。スペースを入れないと、セントオフセットは反映されません。
Q-Factor
各帯域の幅またはレゾナンスをコントロールします。
フィルターモード
低域および高域に対して、シェルビングフィルター (3 種類)、ピーク
フィルター (バンドパス)、カットフィルター (ローパス / ハイパス) の中
からいずれか 1 つを選択できます。「Cut」モードを選択した場合、
「Gain」パラメーターは固定されます。
•

「Shelf I」は、ゲインの逆方向に、設定した周波数よりわずかに高
いレゾナンスを加えます。

•

「Shelf II」は、ゲイン方向に、設定した周波数のレゾナンスを加え
ます。

•

「Shelf III」は、「Shelf I」と「Shelf II」を組み合わせたものです。

Output (-24 〜 +24 dB)
プラグインパネルの右上にあるノブです。合計出力レベルを調節できま
す。
auto gain
このボタンをオンにすると、ゲインが自動的に調節されます。EQ 設定
に関係なく、一定の出力レベルが保たれます。
Spectrum
フィルタリング前後のスペクトルを表示します。
Reset
EQ 設定をリセットします。

Tube Compressor
Tube Compressor は、チューブシミュレーションが統合された多機能コンプ
レッサーです。なめらかで温かみのあるコンプレッションエフェクトを加え
られます。VU メーターには、ゲインの減衰量が表示されます。Tube
Compressor には、トリガー信号をフィルターできる内部のサイドチェーンセ
クションがあります。
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DRIVE (1.0 〜 6.0)
チューブのサチュレーションの量をコントロールします。
INPUT
圧縮量を設定します。入力ゲインの設定が高いほど、圧縮幅が大きくな
ります。
LIMIT
リミッターエフェクトに対するコンプレッサーの割合を増やします。
OUTPUT (-12 〜 12dB)
出力ゲインを設定します。
ATTACK (0.1 〜 100 ミリ秒)
コンプレッサーが反応する速さを決定します。アタックタイムが長い
と、信号の最初の部分で、処理されずに通過する信号の量が多くなりま
す。
RELEASE (10 〜 1000 ミリ秒または「Auto」モード)
ゲインが元のレベルに戻るまでにかかる時間を設定します。
「Auto」ボ
タンをオンにすると、プラグインによってオーディオ素材に応じた最適
なリリース設定が検出されます。
MIX
ドライ信号とウェット信号の比率を調節し、入力信号が保持される量を
設定します。
「IN/OUT」メーター
使用可能なすべての入力チャンネルおよび出力チャンネルの最大ピーク
が表示されます。
VU メーター
ゲインの減衰量が表示されます。
SIDE CHAIN
内部のサイドチェーンフィルターを有効にします。サイドチェーンフィ
ルターを有効にすると、設定したフィルターパラメーターに従って入力
信号の波形を操作できます。内部サイドチェーンは、Gate の動作をカス
タマイズするのに役立ちます。
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フィルターボタン 「LP」
(
、「BP」
、および「HP」
)
「SIDE CHAIN」ボタンをオンにすると、フィルターボタンを使用して
フィルターの種類をローパス、バンドパス、またはハイパスのいずれか
に設定できます。

サイドチェーンセクション
CENTER (50 〜 20000 Hz)
「SIDE CHAIN」ボタンをオンにした場合に、フィルターの中心周波数を
設定します。
Q-FACTOR
「SIDE CHAIN」ボタンをオンにした場合に、フィルターの幅またはレゾ
ナンスを設定します。
MONITOR
フィルタリングした信号をモニタリングできます。

VintageCompressor
VintageCompressor は、ビンテージコンプレッサーを再現するプラグインで
す。
「INPUT」ゲイン、「OUTPUT」ゲイン、「ATTACK」、「RELEASE」を個別にコン
トロールできます。また、信号のアタック部分を保持する「PUNCH」モード
と、プログラムに基づいて「RELEASE」パラメーターをコントロールする
「AUTO」機能があります。
INPUT
圧縮量を設定します。入力ゲインの設定が高いほど、圧縮幅が大きくな
ります。
OUTPUT (-48 〜 24 dB)
出力ゲインを設定します。
ATTACK (0.1 〜 100 ミリ秒)
コンプレッサーが反応する速さを決定します。アタックタイムが長い
と、信号の最初の部分で、処理されずに通過する信号の量が多くなりま
す。
「PUNCH」ボタン
オンにすると、「アタックタイム」を短く設定した場合でも信号の最初
のアタック部分が保持され、オーディオ素材に元々含まれているパンチ
が保たれます。
RELEASE (10 〜 1000 ミリ秒または「Auto」モード)
ゲインが元のレベルに戻るまでにかかる時間を設定します。
「Auto」ボ
タンをオンにすると、プラグインによってオーディオ素材に応じた最適
なリリース設定が検出されます。
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VU メーター
ゲインの減衰量が表示されます。
「IN/OUT」メーター
使用可能なすべての入力チャンネルおよび出力チャンネルの最大ピーク
が表示されます。

VSTDynamics
VSTDynamics は高度なダイナミクスプラグインです。3 種類のエフェクト
(ゲート、コンプレッサー、リミッター) を組み合わせており、さまざまなダ
イナミクス処理機能を備えています。

ウィンドウは 3 つのセクションに分かれており、各エフェクト用のコント
ロールとメーターが表示されます。各エフェクトを有効にするには、プラグ
インパネルの一番下にある「GATE」、「COMPRESSOR」、または「LIMITER」
ボタンをクリックします。

「GATE」セクション
ゲート (またはノイズゲート) は、設定したスレッショルドより低いオーディ
オ信号を無音化するダイナミクス処理を行ないます。信号レベルが設定した
スレッショルドを超えるとすぐに、ゲートが開いて信号を通過させます。
ゲートが有効になる入力ソースとして、内部サイドチェーン信号を使用して
フィルタリングすることもできます。
使用可能なパラメーターは以下のとおりです。
Threshold (-60 〜 0 dB)
ゲートが有効になるレベルを決定します。設定したスレッショルドを超
えた信号レベルに対してはゲートが開き、設定したスレッショルドより
低い信号レベルに対してはゲートが閉じます。
「state」LED
ゲートが開いているか (LED が緑色に点灯)、閉じているか (LED が赤色に
点灯)、またはその中間か (LED が黄色に点灯) を示します。
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side chain
内部のサイドチェーンフィルターを有効にします。サイドチェーンフィ
ルターを有効にすると、設定したフィルターパラメーターに従って入力
信号の波形を操作できます。内部サイドチェーンは、Gate の動作をカス
タマイズするのに役立ちます。
フィルターボタン 「LP」
(
、「BP」
、および「HP」
)
「SIDE CHAIN」ボタンをオンにすると、フィルターボタンを使用して
フィルターの種類をローパス、バンドパス、またはハイパスのいずれか
に設定できます。
Center (50 〜 20000 Hz)
「side chain」ボタンをオンにした場合に、フィルターの中心周波数を設
定します。
Q-Factor
「side chain」ボタンをオンにした場合に、フィルターの幅またはレゾナ
ンスを設定します。
Monitor
フィルタリングした信号をモニタリングできます。
Attack (0.1 〜 100 ミリ秒)
設定したスレッショルドを超えた信号に対してコンプレッサーが反応す
る速さを決定します。アタックタイムが長いと、信号の最初の部分で、
処理されずに通過する信号の量が多くなります。
Hold (0 〜 2000 ミリ秒)
信号がスレッショルドレベルより低くなったあと、ゲートを開いたまま
にしておく時間を決定します。
Release (10 〜 1000 ミリ秒または「Auto」モード)
「Hold」の設定時間が経過したあと、ゲートが閉じるまでにかかる時間
を設定します。「Auto」ボタンをオンにすると、プラグインによって
オーディオ素材に応じた最適なリリース設定が検出されます。
Range
ゲートが閉じるときの減衰を調節します。「Range」を 無限
に設定す
ると、ゲートが完全に閉じます。この値が高いほど、閉じたゲートを通
過する信号のレベルが高くなります。
入力ゲインメーター
入力ゲインが表示されます。

「COMPRESSOR」セクション
コンプレッサーは、オーディオのダイナミックレンジを圧縮し、音量の小さ
い音を大きくしたり、音量の大きい音を小さくしたり、その両方を行なった
りします。「COMPRESSOR」セクションには、設定に基づいた形のコンプレッ
サーカーブが個別にグラフィック表示されます。
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Threshold (-60 〜 0 dB)
コンプレッサーが効き始めるレベルを決定します。設定したスレッショ
ルドより高いレベルの信号のみが処理されます。
Ratio
設定したスレッショルドを超える信号に対するゲインの減衰量を設定し
ます。たとえば、レシオ 3:1 とは、入力レベルが 3dB 上がるごとに出力
レベルが 1dB 上がることを意味します。
Make-Up (0 〜 24 dB または「Auto」モード)
圧縮による出力ゲインのロスを補正します。
「auto」ボタンをオンにす
ると、ノブの表示が暗くなり、出力でゲインのロスが自動的に調整され
ます。
Attack (0.1 〜 100 ミリ秒)
設定したスレッショルドを超えた信号に対してコンプレッサーが反応す
る速さを決定します。アタックタイムが長いと、信号の最初の部分 (ア
タック) で、処理されずに通過する信号の量が多くなります。
Release (10 〜 1000 ミリ秒または「Auto」モード)
信号がスレッショルドより下がった場合に、ゲインが元のレベルに戻る
までにかかる時間を設定します。
「Auto」ボタンをオンにすると、プラ
グインによってオーディオ素材に応じた最適なリリース設定が検出され
ます。
グラフィック表示
グラフィック表示では、グラフィック上で「Threshold」と「Ratio」の
値を設定できます。グラフィック表示の右側と左側には、ゲインの減衰
量を dB 単位で示す 2 つのメーターが表示されます。

「LIMITER」セクション
リミッターは、出力レベルを設定したスレッショルド以下に抑えて、後の工
程でクリッピングが起きないようにすることを目的としています。通常、一
般的なリミッターでは、出力レベルが設定したスレッショルドレベルを超え
るのを防ぐために、アタックパラメーターとリリースパラメーターを正確に
設定する必要があります。リミッターはこれらのパラメーターを、オーディ
オ素材に基づいて自動的に調整して最適化します。
Output (-24 〜 6dB)
最大出力レベルを設定します。
soft clip
このボタンをオンにすると、信号レベルが -6dB を超えた場合に信号が
制限されます。同時に、真空管アンプを使用したような暖かいサウンド
特性をオーディオ素材に加える倍音が発生します。
Release (10 〜 1000 ミリ秒または「Auto」モード)
ゲインが元のレベルに戻るまでにかかる時間を設定します。
「Auto」ボ
タンをオンにすると、プラグインによってオーディオ素材に応じた最適
なリリース設定が検出されます。
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メーター
3 つのメーターに、入力ゲイン 「IN」
(
)、ゲインの減衰 「GR」
(
)、および出
力ゲイン 「OUT」
(
) が表示されます。

モジュール構成ボタン
プラグインパネルの右下角にある「モジュール構成ボタン」を使用すると、3
つのエフェクトにおける信号の流れの順序を設定できます。エフェクトの順
序を変更すると処理結果が変化し、利用できるオプションにより、結果を比
較して特定の状況で最適な順序を素早く判断できます。「モジュール構成」ボ
タンをクリックするだけで、異なる構成に切り替わります。3 つのルーティン
グオプションがあります。
•

C-G-L 「COMPRESSOR」
(
- 「GATE」- 「LIMIT」)

•

G-C-L 「GATE」
(
- 「COMPRESSOR」- 「LIMIT」)

•

C-L-G 「COMPRESSOR」
(
- 「LIMIT」- 「GATE」)

Sonnox 社の復元ツールキット
Sonnox 社の復元プラグインツールキットは、De-Clicker、De-Noiser、および
De-Buzzer ツールで構成されています。これらのツールは、古いオーディオ素
材を復元するだけでなく、新しい録音にも混入する可能性があるクリックノ
イズ (カチッという音)、ポップノイズ、バズノイズ、およびバックグラウン
ドノイズを取り除くために使用できます。

Sonnox DeBuzzer
Sonnox DeBuzzer は、オーディオ素材からハムノイズやバズノイズを除去で
きます。
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「Sonnox」メニューオプションボタン
メニューが開き、以下のオプションを選択できます。
•

入力 / 出力メーターのクリップライトの保持時間 (常に保持、2 秒、
5 秒)

•

ノブの動作

•

バージョン番号と作成日時の表示

入力レベルメーター
このメーターは、ダイナミックレンジの上位 18dB では 1 つの LED あた
り 1dB、そのあとは 1 つの LED あたり 2dB を正確に示します。これによ
り、有効なヘッドルームを確実かつ直感的に把握できます。
「TRIM INPUT LEVEL」タッチパッド
入力信号のレベルを、最大 ±12dB 調節できます。
「FREQUENCY」ノブとタッチパッド (Hz)
バズノイズの基本周波数である 20 〜 440Hz の周波数帯域をカバーして
います。「AUTO」モードでは、このノブには、バズノイズ検出回路がバ
ズノイズ成分の検出を開始する周波数が設定されます。「FREEZE」モー
ドでは、このノブには、バズノイズの基本周波数が正確に設定されま
す。このノブは、外周に沿って目盛りが打ってあり、いずれかの目盛り
ラベルをクリックすると、その数値が周波数として設定されます。
「FINE ADJUST」ボタン
バズノイズ周波数コントロールを微調整できるようになります。
「FREQUENCY」ノブの周りの目盛りが微細なスケールに描きなおされ、
タッチパッドをスクロールして目的の周波数に非常にすばやく微調整で
きます。ノブがストッパーに達したあと、さらにスクロールすると、次
の周波数帯域を続けてスクロールできるようになり、それに応じて目盛
り表記も描きなおされます。
「FINE ADJUST」モードにすると強制的に「FREEZE」がオンになり、選
択した周波数を正確に指定できるようになります。
「AUTO」回路がさら
に強い基本周波数を探すことはありません。
「AUTO」をオンにした状態
から「FINE ADJUST」モードに入った場合、「FREEZE」ボタンが点滅し、
「FINE ADJUST」モード終了時に「AUTO」モードに戻ります。
「TONE ON」ボタン
バズノイズの基本周波数の特定に役立つ可聴トーンジェネレーターを有
効にします。
「TONE ON」ボタンをオンにすると、ボタンの上にタッチ
パッドが表示され、
「トーン」レベルコントロールとして使用できるよ
うになります。デフォルトは -18dB で、-6 〜 -96dB の範囲で変更できま
す。
「SENSITIVITY」ノブとタッチパッド (%)
バズノイズ検出回路の感度をコントロールします。感度を 100% にする
と、検出回路は、人間には聴き取れない周波数帯域に不必要にロックさ
れてしまう可能性があります。通常、優先的に除去する必要がある、よ
り強いバズノイズに対しては、そこまで精度を高く設定する必要はあり
ません。
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「HUM」/「BUZZ」モードボタン
「HUM」モードと「BUZZ」モードを切り替えます。「HUM」モードで
は、倍音を除去する帯域幅は 0 〜 800Hz に制限されます。
「BUZZ」モー
ドでは、倍音を除去する帯域幅は 0 〜 4000Hz に制限されます。
「HUM」
モードの方が元のオーディオ素材に対する影響が少ないため、できるだ
けこちらのモードを使用することをおすすめします。
「ENABLE」ボタン
バズノイズの除去処理を有効にします。バズノイズの除去ありの状態と
なしの状態で、グリッチのない比較が可能です。「ENABLE」をオフにし
てもバズノイズ検出回路は有効になったままで、「DETECT」表示には引
き続きバズノイズ検出の度合いが表示されます。
「REDUCTION」表示
信号から除去されているオーディオのレベルが表示されます。
「ATTENUATION」ノブとタッチパッド (dB)
バズノイズ除去回路が適用される減衰レベルを決定します。範囲は最大
96dB です。一般に、バズノイズがちょうど聴こえなくなるような値を
設定することをおすすめします。減衰しすぎると、信号が必要以上に劣
化します。
「AUTO」ボタン
バズノイズ検出回路の「AUTO」モードを有効にします。このモードで
は、バズノイズの検出が継続的に計算され、バズノイズの基本周波数が
徐々に変化しても自動的に追跡されます。このモードは、時間とともに
変化するバズノイズ成分が含まれる素材に適しています。このモードで
は、除去フィルターは検出された周波数を追跡します。
「FREEZE」ボタン
バズノイズ検出回路の「FREEZE」モードを有効にします。このモードで
は、バズノイズの基本周波数は、タッチパッドウィンドウに表示されて
いる周波数に固定されます。このモードは、バズノイズのレベルが変動
する (ただし、バズノイズの周波数は一定の) 素材に適しています。この
ような場合、バズノイズのレベルが低下すると「AUTO」モードではバ
ズノイズを追い切れなくなり、通常は、別のバズノイズ周波数が再検出
されます。このモードでは、除去フィルターは公称周波数を追跡しま
す。
「DETECT」表示
バズノイズ検出回路による検出量が表示されます。
出力レベルメーター (dB)
このメーターは、ダイナミックレンジの上位 18dB では 1 つの LED あた
り 1dB、そのあとは 1 つの LED あたり 2dB を正確に示します。最高値の
ピークを保持するピークホールド機能があり、作業中のダイナミックレ
ンジをより的確に把握できます。
「TRIM OUTPUT LEVEL」タッチパッド
出力レベルを、最大 12dB 減衰できます。ディザリングは出力ゲインコ
ントロールのあとに適用されるため、クリッピングを防ぐために、この
値を少し下げなければならない場合があります。
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Sonnox DeBuzzer の使用
•

公称周波数を見つけます。
「SENSITIVITY」コントロールと
「ATTENUATION」コントロールのデフォルト位置から開始します (90 %
と -48dB)。

•

公称周波数の大まかな値が判明している場合は、ノブを使用するかタッ
チパッドに直接入力してその周波数を選択します。

•

「AUTO」モードの場合、検出回路が実際の基本周波数に向かって変移し
ていくのをしばらく待ちます。
「DETECT」表示に、ハムノイズ検出の確
度が表示されます。時間とともに基本周波数が変化していく場合、
「AUTO」モードを使用することをおすすめします。

•

強度が変化する可能性がある特定の周波数を選択するには、
「FREEZE」
モードを使用します。より細かい単位で基本周波数を選択できるように
する場合は、
「FINE ADJUST」を使用できます (強制的に「FREEZE」モー
ドがオンになります)。

•

それでもまだ基本周波数を見つけられない場合は、
「TONE」コントロー
ルを使用します。

•

「HUM」モードでは、最大 800 Hz までの倍音が除去されます。さらに高
い周波数の倍音が聴こえる場合は、最大 4000 Hz までの倍音を除去する
「BUZZ」モードを使用します。800 Hz を超える倍音がない場合は、
「HUM」モードを使用して元のオーディオをなるべく保護するようにし
ます。

•

失われるオーディオデータをできるだけ減らすため、バズノイズがかろ
うじて聴こえるところまで減衰レベルを下げてから、バズノイズが聴こ
えなくなるまで減衰レベルを上げます。

•

バズノイズが聴こえなくなる値まで感度を下げます。

Sonnox DeClicker
Sonnox DeClicker は、オーディオ素材からクリックノイズを除去できます。
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「Sonnox」メニューオプションボタン
メニューが開き、以下のオプションを選択できます。
•

入力 / 出力メーターのクリップライトの保持時間 (常に保持、2 秒、
5 秒)

•

バージョン番号と作成日時の表示

入力レベルメーター
このメーターは、ダイナミックレンジの上位 18dB では 1 つの LED あた
り 1dB、そのあとは 1 つの LED あたり 2dB を正確に示します。これによ
り、有効なヘッドルームを確実かつ直感的に把握できます。
「TRIM INPUT LEVEL」タッチパッド
入力信号のレベルを、最大 ±12dB 調節できます。
「SENSITIVITY」フェーダーとタッチパッド (%) (DePOP、DeCLICK、
DeCRACKLE)
検出回路の感度をコントロールします。感度を 100% にすると、検出回
路が低レベルの信号に反応し、プログラムをポップノイズやクリックノ
イズと誤って認識してしまう可能性があります。強いポップノイズやク
リックノイズに対しては、感度を下げて設定できます。
「IN」ボタン (DePOP、DeCLICK、DeCRACKLE)
ポップノイズ、クリックノイズ、またはクラックルノイズの除去処理を
有効にします。「IN」をオフにしても、ポップノイズ、クリックノイズ、
またはクラックルノイズ検出回路は有効になったままで、「DETECT」表
示には引き続きイベント検出の度合いが表示されます。
「DETECT」メーター表示 (DePOP、DeCLICK、DeCRACKLE)
「DETECT」メーター表示は、2 つのインジケーターを組み合わせていま
す。上向きのメインインジケーターは、検出されたイベントのエネル
ギーの合計を示します。
「IN」ボタンをオフにして修復回路を無効にす
ると、このインジケーターはオレンジ / 赤色になります。修復回路を有
効にすると、インジケーターは青色になります。メーターの一番下の部
分は、検出された個々のイベントを示します。
出力レベルメーター (dB)
このメーターは、ダイナミックレンジの上位 18dB では 1 つの LED あた
り 1dB、そのあとは 1 つの LED あたり 2dB を正確に示します。最高値の
ピークを保持するピークホールド機能があり、作業中のダイナミックレ
ンジをより的確に把握できます。
「TRIM OUTPUT LEVEL」タッチパッド
出力レベルを、最大 12dB 減衰できます。ディザリングは出力ゲインコ
ントロールのあとに適用されるため、クリッピングを防ぐために、この
値を少し下げなければならない場合があります。
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Sonnox DeClicker の使用
•

より多くのエネルギーを持つ大きめのイベントから修復することをおす
すめします。

•

プログラム素材に大きな変移イベントがある場合、DePOP セクションを
オンにして、最大のイベントが検出されて修復されるようになるまで
「SENSIVITY」フェーダーを上げます。

•

クリックノイズ用に、DeCLICK セクションをオンにして、クリックノイ
ズが検出されて修復されるようになるまで「SENSIVITY」フェーダーを
上げます。

•

最後に、クラックルノイズが残っていたら、DeCRACKLE セクションを
オンにして、クラックルノイズが除去されるように「SENSIVITY」
フェーダーを上げます。

•

クリックノイズとクラックルノイズの検出回路間には、ある程度の重複
が必ずあります。DeCLICK の感度を下げると、クラックルノイズの見か
け上の検出が増える場合があり、DeCLICK の感度を上げると、クラック
ルノイズの検出が減る場合があります。2 つのコントロールのバランス
がよい場合に最適な結果が得られます。

Sonnox DeNoiser
Sonnox DeNoiser は、オーディオ素材から広帯域ノイズを除去できます。

「Sonnox」メニューオプションボタン
メニューが開き、以下のオプションを選択できます。
•

入力 / 出力メーターのクリップライトの保持時間 (常に保持、2 秒、
5 秒)

•

ノブの動作

•

バージョン番号と作成日時の表示
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グラフィック表示
プログラム素材のリアルタイムの周波数 / ゲインカーブが表示されま
す。目盛りは 0 〜 20kHz および 0 〜 -144dB です。黄色のラインは、計
算されたノイズスペクトラムレベルです。「ADAPT」モードでは、リア
ルタイムで継続的にノイズを追跡します。このラインの下側はすべてノ
イズと見なされ、ラインの上側はすべてプログラム信号です。
入力レベルメーター
このメーターは、ダイナミックレンジの上位 18dB では 1 つの LED あた
り 1dB、そのあとは 1 つの LED あたり 2dB を正確に示します。これによ
り、有効なヘッドルームを確実かつ直感的に把握できます。
「TRIM INPUT LEVEL」タッチパッド
入力信号のレベルを、最大 ±12dB 調節できます。
「SENSITIVITY」フェーダーとトリムタッチパッド (dB)
「SENSITIVITY」フェーダーはデフォルトで 0.0dB (中間点) に設定されま
す。このフェーダーは、ノイズ検出回路の感度を調節します。設定に応
じて黄色いノイズラインが上下します。感度レベルは、最大 ±18dB の
範囲で変更できます。
感度を下げてノイズ成分に対する DeNoiser の反応を抑えるには、
フェーダーを下に動かします。この場合、ノイズラインが下に動き、検
出回路に表示されるノイズ成分が減少します。感度の設定が低すぎる
と、ノイズはほとんど除去されません。
感度を上げてノイズ成分に対する DeNoiser の反応を上げるには、
フェーダーを上に動かします。この場合、ノイズラインが上に動き、検
出回路に表示されるノイズ成分が増加します。デフォルト設定では、ノ
イズラインは信号のピークのすぐ下に来ます。検出回路のノイズ感度を
上げると、信号成分が減り、ラインが信号のピークの方に押し上げられ
る可能性があります。この場合、処理ノイズが聴こえてしまう可能性が
あります。これは、ノイズ除去回路がノイズ成分とともに信号成分にも
処理を行なってしまうためです。
「ADAPT」ボタン
ノイズ検出回路の「ADAPT」モードを有効にします。このモードでは、
ノイズのフィンガープリントが継続的に計算されて更新されます。この
モードは、時間とともに変化するノイズ成分が含まれる素材に適してい
ます。
「FREEZE」ボタン
ノイズ検出回路の「FREEZE」モードを有効にします。このモードでは、
ノイズのフィンガープリントが計算されます。このモードは一定したノ
イズ成分が含まれる素材に適しており、通常、信号が存在せずノイズ成
分のみが存在するときにサンプリングされます。
「IN」ボタン
ノイズの除去処理を有効にします。ノイズリダクションありの状態とな
しの状態で、グリッチのない比較が可能です。
「IN」をオフにしてもノ
イズ検出回路は有効になったままで、グラフィック表示には引き続きリ
アルタイムの周波数表示とノイズラインが表示されます。
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「HF LIMIT」ノブとタッチパッド (Hz)
減衰が固定的に適用される周波数の下限を表示し、コントロールしま
す。周波数をスクロールしてデフォルトの 22 kHz から下げると、周波数
表示に固定した減衰を示す赤い部分が表示されます。
「HF LIMIT」ライン
の左側では、ノイズ除去回路は通常どおり動作します。右側では、
「ATTENUATION」フェーダーの設定に従い、信号が一定量減衰されま
す。このモードは、帯域幅制限のあるプログラム素材に適しています。
たとえば、帯域幅が 12 kHz に制限された、低ビットレートでエンコード
された信号に最適です。ただし、信号の急激な不連続性により、帯域幅
制限周辺でノイズ除去回路によってノイズが聴こえてしまう場合があり
ます。このようなノイズは、
「HF LIMIT」の周波数を帯域幅制限よりもわ
ずかに低い値に設定することで除去されます。
「ATTENUATION」フェーダーとタッチパッド (dB)
ノイズ除去回路が適用する減衰レベルを決定します。範囲は 0 〜 -18dB
です。一般に、満足のいくノイズリダクションが行なわれるような値を
設定することをおすすめします。減衰しすぎると、信号が必要以上に劣
化します。
出力レベルメーター (dB)
このメーターは、ダイナミックレンジの上位 18dB では 1 つの LED あた
り 1dB、そのあとは 1 つの LED あたり 2dB を正確に示します。最高値の
ピークを保持するピークホールド機能があり、作業中のダイナミックレ
ンジをより的確に把握できます。
「TRIM OUTPUT LEVEL」タッチパッド
出力レベルを、最大 12dB 減衰できます。ディザリングは出力ゲインコ
ントロールのあとに適用されるため、クリッピングを防ぐために、この
値を少し下げなければならない場合があります。

Sonnox DeNoiser の使用
•

「SENSITIVITY」コントロールと「ATTENUATION」コントロールのデ
フォルト位置から開始します (0.0 dBb と -4.5dB)。

•

時間とともにノイズが変化する場合は「ADAPT」モードを選択します。
ノイズのフィンガープリントを定義済みでフィンガープリントが変化し
ない場合は「FREEZE」を選択します。

•

「SENSITIVITY」を調節し、低すぎる設定 (ノイズの除去が不十分) と高す
ぎる設定 (除去される信号が多すぎる) の間で適切なバランスを取りま
す。

•

「ATTENUATION」を調節し、最も望ましいオーディオ設定を見つけま
す。減衰量が多すぎると、シャープさに欠けるサウンドになったり低レ
ベルの歪みが生じ、オーディオの質が低下してしまう場合があります。

サンプリングレートの変換や圧縮時のロスにより、帯域幅が制限された素材
で作業する場合があります (10 kHz 前後で制限された場合など)。制限周辺に
歪みが生じた場合、
「HF LIMIT」コントロールを下げてみます。制限よりわず
かに低周波数側 (前述の例では約 9.5 kHz) になるように調節してください。
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Legacy プラグイン
Windows の場合、以前のバージョンの WaveLab Elements のエフェクトを参
照していたオーディオプロジェクトとの互換性を保つために、Legacy プラグ
インのセットが提供されています。これにより、たとえば、以前のプラグイ
ンを参照していたオーディオモンタージュで、ユーザーがプラグインをわざ
わざ指定しなおす必要がなくなります。
ただし、新しいオーディオプロジェクトでは使用しないことをおすすめしま
す。これらのプラグインはマニュアルにも記載されていません。

ディザリングプラグイン
ディザリングプラグインは、デジタル録音において低レベルの歪みの可聴性
を下げるために、少量のノイズを信号に加えます。サンプリング段階の前に
少量のランダムノイズをアナログ信号に加えると、量子化誤差の影響が低減
されます。

Internal Dithering
Internal Dithering は、レンダリングされた信号に微量のノイズを加えて、出
力における見かけ上の S/N 比を簡単に上げることができる組み込みプラグイ
ンです。

「Internal Dithering」を選択したときに使用可能なパラメーターは以下のとお
りです。
ノイズタイプ (Noise Type)
信号に加えるノイズのタイプを設定します。
•

「ノイズなし (No Noise)」モードでは、ディザリングは適用されま
せん。

•

「ノイズタイプ 1 (Noise Type 1)」モードは最も汎用的な方式です。

•

「ノイズタイプ (Noise Type 2)」モードは、
「ノイズタイプ 1 (Noise
Type 1)」より高域が強調されます。

ノイズシェーピング (Noise Shaping)
ビット数を減らすことによって低レベルのオーディオ信号のスペクトラ
ムを変更することで、見かけ上の S/N 比 を上げます。大きい数字を選択
するほど、より多くのノイズが聴覚の中域から除去されます。
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ビット解像度 (Bit resolution)
設定をレンダリングするか、リアルタイムで再生するかどうかにかかわ
らず、ディザリング適用後の最終的なオーディオのビット解像度を指定
します。
ディザリングによってサンプル解像度は変わりますがサンプルサイズは
変わりません。たとえば、24 ビットを 16 ビットにディザーする場合、
16 ビットの情報のみが意味を持っていても、ファイルのサイズは 24
ビットのままになります。16 ビットのファイルにレンダリングする場
合、容量が無駄にならないように解像度を指定します。
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