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一部のリンク先は英語のみです。

Adobe® Audition® CC ヘルプ



新機能

リンク先の内容は英語のみで表示される場合があります。
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新機能の概要

Adobe Audition CC バージョン 2014

トップへ戻る

Adobe Audition CC のこのリリースでは、5.1 Dolby Digital および 7.1 Dolby Digital Plus オーディオコンテンツ、マルチトラック編集拡張機能、お
よびオーディオ編集の操作性を高めるいくつかの拡張機能をサポートしています。

 

新機能と変更された機能

ビデオ：新機能の概要

Dolby Digital および Dolby Digital Plus のサポート
マルチトラック機能の強化

チャンネルのカスタマイズ

編集機能の強化

Dolby Digital および Dolby Digital Plus のサポート

Audition では、外部のプラグインやサードパーティのテクノロジーを使用せずに、Dolby Digital 形式および Dolby Digital Plus 形式からのエンコー
ディングおよびデコーディングがサポートされます。

Audition では 5.1 AC-3 形式および 7.1 EC-3 形式がサポートされます。

オーディオファイルを Dolby Digital 形式にエンコードする

オーディオソースファイルを Dolby Digital 形式（AC-3 または EC-3）にエンコードするには、次の手順に従います。

1. エンコードするファイルを読み込むか作成します。

2. ファイルを選択し、ファイル／別名で保存またはファイル／書き出し／ファイルを選択します。

3. ファイル名と、エンコードされたファイルの保存場所を入力します。

4. ファイル形式として Dolby Digital（*.ac3、*.ec3）を選択します。

最適なチャンネル設定が自動的に選択されます。たとえば、ステレオファイルは 2/0 設定にエンコードされ、Dolby 5.1 オーディオファイル
は LFE が有効な 3/2 設定にエンコードされます。

チャンネル設定は、Dolby Digital 設定ダイアログで変更できます。選択したチャンネル設定に応じて、自動的に目的のチャンネルレイアウト
にダウンミックスされます。

ダウンミックスを適用する必要がある場合、「サンプルタイプ」フィールドの「変更」ボタンの横に、警告アイコン  が表示されます。警
告アイコンの上にカーソルを移動すると、ファイルが変換される結果の設定が表示されます。

5. 形式の設定を指定します。「変更」をクリックして、必要に応じてDolby Digital 設定ダイアログを使用して形式の設定を編集します。

Dolby Digital 設定ダイアログの「会話のノーマライズ」値は会話の平均ボリュームを指定します。この値は dBFS（decibels relative to
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full scale）で測定され、異なる AC-3 ストリーム間で一貫したボリュームを維持するのに役立ちます。

振幅統計パネル（ウィンドウ／振幅統計）を使用して音の大きさを測定する場合、「ラウドネス」フィールドに平均振幅値が表示されま

す。一般に、この平均振幅値は、Dolby Digital 設定ダイアログの「会話のノーマライズ」値として設定できます。

マルチトラック機能の強化

Audition では、マルチトラックプロジェクトの処理をより効率的に行えるように、ユーザーインターフェイスでいくつかの改良が行われました。
改良された表示、作業対象外のトラックの最小化、指定したトラックカラーのランダム化などの視覚的な機能強化により、複雑なオーディオプロ

ジェクトをより簡単に処理できるようになりました。 

選択したトラックの表示の改良

以前のバージョンの Audition では、クリップの波形と選択したトラックの間の色コントラストが小さく、識別が容易ではありませんでした。

現在の Audition では、波形と選択したオーディオトラックの背景の間のコントラストが大きくなりました。選択したトラックのコントラストを大
きくすることにより、クリップの内容の表示が改善されました。

コントラストの高いクリップとトラックの背景

A. オン B. オフ 

クリップとトラックの背景の間の高いコントラストによる視覚的な機能強化により、選択されているクリップが一目でわかります。

A.使用されていないクリップ B. 選択されているクリップ 
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Audition のデフォルトでは、コントラストの高いクリップとトラックの背景が表示されます。ただし、環境設定ダイアログを使用して、この機能
をオフにすることができます。アピアランスカテゴリーのコントラストの高いクリップとトラックの背景を表示オプションをオフにします。

新しいトラックのランダムトラックカラー

プロジェクト内の複数のトラック間を簡単に区別するために、Audition はトラックカラーをランダムに指定します。

Audition で新しいトラックを追加するとき、各トラックに異なる色が指定されます。Audition は 0～360 のランダム色相値を割り当てることによっ
て、新しい各トラックに異なる色を生成します。

最初のトラックには Audition の標準色である緑色（色相値 153）を割り当て、その他のすべてのトラックにそれぞれ異なる色を割り当てます。 

A. 最初のトラックへの標準の緑色 B. その他のすべてのトラックへのランダムな色 

この機能はデフォルトでオンに設定されます。環境設定ダイアログを使用して、この機能をオフにすることができます。アピアランスカテゴリー

のトラックカラーのランダム化オプションをオフにします。

クリップに割り当てる色をランダムに変更するには、トラックヘッダーを右クリック（Win）するか、Ctrl キーを押したままクリック（Mac）し
て、トラックカラーを選択します。カラーピッカーから目的の色をクリックします。

トラックの最小化

プロジェクト内に表示する必要のないトラックまたは作業対象外のトラックがある場合、このようなトラックを最小化できます。トラックを最小

化する場合、トラックの高さが最小値に設定されてロックされ、ズーム時にサイズの変更が保持されます。この機能は、大規模で複雑なプロジェ

クトを処理する場合に特に役立ちます。

A. 最小化されたトラック B. 元のサイズのトラック 
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注意：

トラックを最小化するには、マルチトラックエディターでトラックを選択して、マルチトラック／トラック／選択されたトラックを最小化を選択

します。また、キーボードショットカットの Shift + \（Win および Mac）を使用することもできます。

最小化されたトラックを元の高さに復元するには、マルチトラック／トラック／最小化されている選択されたトラックを復元を選択します。ま

た、キーボードショットカットの Ctrl + Shift + \（Win）または Cmd + Shift + \（Mac）を使用することもできます。

垂直方向のナビゲーションバーのトラックのサムネール

複数のトラック間をすばやく移動できるように、垂直方向のスクロールバーがナビゲーションバーに再設計されました。

垂直方向のスクロールバー内の各トラックはトラックカラーで示され、トラックのドラッグ時または変更時に視覚的なガイドになります。この機

能は、多数のトラックを処理する場合や、複数のトラック間で変種内容を比較する場合に役立ちます。

トラックにズームインする場合、垂直方向のナビゲーションバーで右クリック（Win）するか、Ctrl キーを押したままクリック（Mac）して、選択
した範囲をドラッグしてズームします。右クリック/Ctrl キーを押したままクリックしてドラッグを繰り返すことによって、ズーム倍率が大きくな

ります。エディターパネルで全体にズームアウトボタン  をクリックすると、トラックをズームアウトすることができます。

A.垂直方向のスクロールバーのトラックのサムネール 

Audition のデフォルトでは、垂直方向のナビゲーションバーのトラックのサムネールが表示されます。環境設定ダイアログを使用して、この機能
をオフにすることができます。「アピアランス」カテゴリで、垂直方向のナビゲーションバーにトラックのサムネールを表示をオフにします。

チャンネルのカスタマイズ

さまざまなサラウンド形式および設定をサポートするために、Audition ではオーディオファイルの作成時に新しいカスタムオーディオチャンネル
を追加できます。 

カスタムチャンネルは通常、映画、放送、ビデオゲームのオーディオに使用されます。例えば、放送に使用されるオーディオには 5.1 ミックス
（L、R、C、LFE、Ls、Rs）の 8 つのチャンネルと 2 つの追加チャンネルがあります。追加チャンネルは放送局によって異なります。Audition で
はこれらのチャンネルを放送局の要件に合わせてカスタマイズできます。

1. ファイル／新規／オーディオファイルを選択します。

2. 新規オーディオファイルダイアログで、ファイル名、サンプルレート、ビットデプスを入力します。チャンネルとしてカスタムを選択しま
す。

3. カスタムオーディオチャンネルのレイアウトダイアログで、チャンネルの説明を入力し、チャンネル形式を指定します。最大 32 個の新しい
チャンネルを追加できます。

マルチトラックセッションのカスタムチャンネルを作成することはできません。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

トップへ戻る

編集作業の機能強化

再生ヘッドの下のクリップを分割する

Audition では、クリップを選択する必要なしに、再生ヘッドの下のすべてのクリップを分割できるようになりました。これを行うには、クリップ
／再生ヘッドの下のすべてのクリップを分割を選択します。
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はじめに
リンク先の内容は英語のみで表示される場合があります。
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デジタルオーディオの基本

このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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オーディオについて

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

音波
波形の測定
音波の相互作用

音波
音は、ギターの弦や、声帯、スピーカコーンなどによって作られるような、空気中の振動で始まります。これらの振動により、空気分子の密度が
高くなり、空気圧が少し高くなります（これを密と言います）。この密の部分の圧力が周囲の空気分子に伝わり、続いてさらにその周囲に伝わり
ます。密が空気中を伝わっていく際に、低圧力の領域が後に残ります（これを疎と言います）。この圧力の高低（疎密波と言います）が人に到達
すると、耳の中にある感覚器官が振動し、その振動が音として認識されるのです。
オーディオを視覚的な波形として表すと、この波形は圧力の波である疎密波を反映します。波形のゼロクロスラインが、静止している空気の圧力
です。このゼロクロスラインがピーク方向に振動すると密を表し、谷方向に振動すると疎を表します。

視覚的な波形として表した音波
A. ゼロクロスライン B. 低圧力の領域 C. 高圧力の領域

波形の測定
波形を表す測定値として、次のようなものがあります。
振幅 波形のピークから谷までの圧力の変化を表します。振幅の大きい波形では大音量になり、振幅の小さい波形では小音量になります。
サイクル 圧力ゼロから高圧力、低圧力を経てゼロに戻る圧力の変化の繰り返しを表します。
周波数 1 秒あたりのサイクル数をヘルツ（Hz）で表します（例えば、1000 Hz の波形は 1 秒あたり 1000 サイクルになります）。周波数が高くな
ると、音程も高くなります。
フェーズ（位相） サイクル内の波形の位置を 360 度で示します。0 度は開始点、90 度は高圧力、180 度は中間点、270 度は低圧力、360 度は終
了点になります。
波長 フェーズの角度が同じ 2 つの点の間を、インチやセンチメートルなどの単位で計測した距離を表します。周波数が高くなると、波長は短くな
ります。

1 つのサイクル（左）と 20 Hz の完全な波形（右）
A. 波長 B. フェーズ角度 C. 振幅 D. 1 秒

音波の相互作用
複数の音波が混ざると、相互の振幅が加減されます。ピークと谷で完全にフェーズが一致している（正相）場合、相互に増幅されて、新しい波形
の振幅は個々の波形より大きくなります。
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正相波による波の増幅

2 つの波形のピークと谷で完全にフェーズがずれている（逆相）場合、相互に打ち消し合って、振幅がなくなります。

逆相による波の打ち消し合い

ただし、ほとんどの場合、波形はフェーズがずれており、そのずれの量も様々であるため、結合した波形は個々の波形より複雑になります。例え
ば、音楽、声、ノイズなどのサウンドを同時に表す波形は、各サウンドの波形を 1 つに結合した複雑なものです。
楽器の構造は独特なので、1 つの楽器から生まれる波形は非常に複雑です。このため、バイオリンとトランペットの音色は、同じ音符を演奏し
ている場合でもまったく異なります。

2 つの単純な波から作られる複雑な波形

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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オーディオのデジタイジング

トップへ戻る

トップへ戻る

アナログオーディオとデジタルオーディオの比較

サンプルレートについて

ビットデプスについて

dBFS での振幅の測定
オーディオファイルの内容とサイズ

Adobe Audition によるオーディオのデジタイジングの方法

アナログオーディオとデジタルオーディオの比較

アナログとデジタルのオーディオでは、サウンドの伝達および保存方法が大きく異なります。

アナログオーディオ:正と負の電圧
マイクは、音の圧力波（疎密波）を電圧に変換します。高い圧力（密）は正の電圧になり、低い圧力（疎）は負の電圧になります。これらの電圧

の変化がマイクケーブルを介して伝わると、磁力の強弱としてテープに録音したり、溝の凹凸としてレコード盤に記録したりすることができま

す。スピーカはマイクとは反対で、オーディオ記録媒体の電圧信号を振動板によって疎密波に変換します。

デジタルオーディオ：0 と 1
磁気テープやレコード盤などのアナログ記憶メディアとは異なり、コンピュータでは、オーディオ情報を 0 と 1 の連続としてデジタルで記憶しま
す。デジタル記憶の場合、オリジナル波形はサンプルと呼ばれる個々のスナップショットに分割されます。この処理は、一般的にオーディオのデ

ジタイジングまたはサンプリングと呼ばれます。アナログ - デジタル変換と呼ばれることもあります。

例えば、マイクからコンピュータに録音する場合、アナログ - デジタル変換器によってアナログ信号がデジタルサンプルに変換されて、コン
ピュータで保存および加工できるようになります。

サンプルレートについて

サンプルレートは、1 秒あたりに取得されるオーディオ信号のスナップショットの数を示します。サンプルレートにより、オーディオファイルの周
波数範囲が決まります。サンプルレートが高いほど、デジタル波形の形状はオリジナルのアナログ波形に近くなります。サンプルレートが低い

と、録音できる周波数帯が制限され、オリジナルの音に比べて音質は劣ります。

2 つのサンプルレート
A. 低サンプルレートによりオリジナルの音波に歪みが生じています。 B. 高サンプルレートによりオリジナルの音波が完璧に再生成されていま
す。

所定の周波数を再生するには、サンプルレートを少なくともその周波数の 2 倍にする必要があります例えば、CD のサンプルレートは毎秒 44,100
サンプルであり、人間の可聴範囲である 20,000 Hz をわずかに超える 22,050 Hz まで周波数を再生成できます。

デジタルオーディオで最も一般的なサンプルレートは次のとおりです。

サンプルレート 品質レベル 周波数範囲

11,025 Hz AM ラジオ低品質 / 音声（ローエンドマル
チメディア）

0 ～ 5,512 Hz
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トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

22,050 Hz FM ラジオ並品質（ハイエンドマルチメ
ディア）

0 ～ 11,025 Hz

32,000 Hz FM ラジオ品質以上（標準的な放送のレー
ト）

0 ～ 16,000 Hz

44,100 Hz CD 0 ～ 22,050 Hz

48,000 Hz 標準 DVD 品質 0 ～ 24,000 Hz

96,000 Hz ブルーレイ DVD 0 ～ 48,000 Hz

ビットデプスについて

ビットデプスによりダイナミックレンジが決まります。 音波をサンプリングするとき、オリジナルの波形の振幅に最も近い振幅値が各サンプルに
指定されます。ビッドデプスが高くなると、選択できる振幅値の範囲が増加し、ダイナミックレンジは広く、ノイズフロアは低く、再現性は高く

なります。

Audition でファイルを保存するときは、オーディオの品質を最高にするために、すべてのオーディオが一旦 32 ビットモードに変換され、その
後で指定のビット深度に変換されます。

ビットデプス 品質レベル 振幅値 ダイナミックレンジ

8-bit 電話通信 256 48 dB

16-bit オーディオ CD 65,536 96 dB

24-bit オーディオ DVD 16,777,216 144 dB

32-bit 最高 4,294,967,296 192 dB

ビットデプスが高いほど、ダイナミックレンジは広くなります。

dBFS での振幅の測定
デジタルオーディオでは、振幅は「dBFS」（decibels below full scale）で測定されます。使用可能な最大の振幅は 0 dBFS です。これよりも小さ
い振幅は、すべて負の数値で表されます。

注意： dBFS 値と、オリジナルの音圧レベルの値（アコースティック dB）との間に直接の対応関係はありません。

オーディオファイルの内容とサイズ

WAV ファイルなど、ハードディスクにあるオーディオファイルは、サンプルレートとビットデプスを示すヘッダと、各サンプルごとに割り当てら
れた数値の連続から構成されています。ファイルサイズは非常に大きくなる可能性があります。例えば、1 秒あたり 44,100 サンプル、1 サンプル
あたり 16 ビットである場合、モノラルファイルのサイズは 1 秒あたり 86 KB、つまり 1 分あたり 5 MB になります。 この数字は、2 チャンネル
のステレオファイルの場合は 1 分あたり 2 倍の 10 MB になります。

Adobe Audition によるオーディオのデジタイジングの方法
Adobe Audition でオーディオを録音すると、サウンドカードが録音処理を開始し、使用するサンプルレートやビットデプスを指定します。サウン
ドカードは、ライン入力ポートまたはマイク入力ポートを介してアナログオーディオを受け取り、指定されたレートでデジタルサンプリングしま
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す。録音が終了するまで各サンプルは順番に保存されます。

Adobe Audition でファイルを再生するときは、これとは逆の処理になります。Adobe Audition から、一連のデジタルサンプルがサウンドカードに
送られます。サウンドカードではオリジナルの波形をアナログ信号に再構築し、ライン出力ポートからスピーカに送ります。

要約すると、オーディオのデジタイジングの処理は、空気中の音の圧力の波（疎密波）で始まります。 この疎密波がマイクで電圧の変化に変換さ
れます。サウンドカードは、これらの電圧の変化をデジタルサンプルに変換します。アナログサウンドがデジタルオーディオに変換される

と、Adobe Audition で録音、編集、処理、ミキシングができます。想像力次第でデジタルオーディオの可能性は無限に広がります。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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ワークスペースと設定
このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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オーディオの表示、ズームおよび操作

トップへ戻る

トップへ戻る

波形エディターとマルチトラックエディターの比較

エディターパネルでのズーム表示

時間軸の移動

波形エディターとマルチトラックエディターの比較

Adobe Audition には、オーディオファイル編集用のビューとマルチトラック用のビューがあります。個々のファイルを編集するには、波形エディ
ターを使用します。複数のオーディオファイルをミキシングしてビデオに統合するには、マルチトラックエディターを使用します。

波形エディターとマルチトラックエディターでは異なる編集方法を用い、それぞれに特有の長所があります。波形エディターでは、オーディオ

データを変更し、ファイルを保存すると元に戻すことのできない「ディストラクティブ」編集法が用いられます。このような恒久的な変更は、サ

ンプルレートやビットデプスの変換、マスタリング、バッチ処理などに適しています。マルチトラックエディターでは「ノンディストラクティ

ブ」編集法が用いられます。これは恒久的にファイルを変更するのではなく、リアルタイムに実行され、多くの処理能力が必要になりますが、柔

軟性は高くなります。つまり、複数のレイヤーから成る音楽作品やビデオサウンドトラックを徐々に作成、変更を繰り返す場合に適しています。

プロジェクトの要件に合わせて、ディストラクティブ編集とノンディストラクティブ編集を組み合わせることができます。例えば、マルチトラッ

ク内のクリップにディストラクティブ編集を行いたい場合は、クリップをダブルクリックすると波形エディターを開けます。同様に、編集済みの

波形に対して行った変更が好ましくない場合は、「取り消し」コマンドを使用して前の状態に戻すことができます。ディストラクティブ編集は、

ファイルを保存するまで適用されません。

波形エディターについて詳しくは、オーディオファイルの編集を参照してください。マルチトラックエディターについて詳しくは、マルチトラッ

クセッションのミキシングを参照してください。

波形エディターとマルチトラックエディターの基本コンポーネント

波形エディターとマルチトラックエディターでは、使用できるオプションは異なりますが、ツールやステータスバーなどの基本コンポーネントと

エディターパネルは共通しています。

 
波形エディターとマルチトラックエディターの基本コンポーネント（波形エディターの表示）

A. ボタンとツールバーを表示 B. エディターパネルと上部のズームナビゲーター C. その他のパネル D. ステータスバー 

エディターの切り替え

次のいずれかを実行します。

ビューメニューで、波形エディターまたはマルチトラックエディターを選択します。

ツールバーで、波形エディターボタン  またはマルチトラックエディターボタン  をクリックします。

マルチトラックエディターで、波形エディターで開くオーディオクリップをダブルクリックします。または、ファイルパネルでファイル

をダブルクリックします。

波形エディターで、編集／オリジナルを編集を選択して、ミックスダウンファイルを作成したマルチトラックセッションを開きます。

（このコマンドを使用するには、ファイル内にメタデータを埋め込む必要があります。（書き出したミックスダウンファイルへのオリジ

ナルデータの埋め込みを参照）。

エディターパネルでのズーム表示

 
特定の時間範囲をズームインするには、次の場所で右クリックしたままドラッグします。

A. ズームナビゲーター B. タイムラインルーラー 

特定の時間範囲のズーム

ズームナビゲータまたはタイムラインルーラで、右クリックしたままドラッグします。ポインタが虫眼鏡の形  に変わったら、範囲の終了位置ま
でドラッグします。選択した範囲がエディタパネル全体に表示されます。

特定の周波数範囲をズームイン
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

トップへ戻る

スペクトル表示の垂直ルーラーで、右クリックしたままドラッグします（オーディオ波形とスペクトルの表示を参照）。

表示範囲の拡大または縮小

ポインターをズームナビゲーターのハイライトされた領域の左端または右端に置き、虫眼鏡のアイコン  をドラッグします。

段階的なズームインまたはズームアウト

エディターパネルの右下で、ズームインボタン  またはズームアウトボタン  をクリックします。

環境設定ダイアログボックスの「一般」セクションで、このズームの倍率を設定できます（環境設定のカスタマイズを参照）。

マウスホイールまたは Mac トラックパッドでのズーム

ズームナビゲーターまたはルーラーの上にポインターを置いて、ホイールを動かすか、2 本の指を使用して上下いずれかにドラッグします（波形エ
ディターでは、ポインターが波形上にあるときにもこの方法でズームできます）。

スペクトル表示上でホイールを動かすかドラッグし、Shift キーを押すと、対数周波数スケールとリニア周波数スケールを切り替えることができ
ます（対数のほうが人間の聴覚が反映され、リニアでは個々の周波数が視覚的にはっきり区別されます）。

選択したオーディオの拡大表示

エディターパネルの右下で、インポイントをズームインボタン 、アウトポイントをズームインボタン  または選択範囲をズームボタン をク
リックします。

オーディオファイル全体またはマルチトラックセッションの表示

エディターパネルの右下で、全体にズームアウトボタン  をクリックします。

個別のパネルにズームボタンを表示するには、ウィンドウ／ズームを選択します。

時間軸の移動

ズームレベルを高くすると、エディターパネルで別のオーディオ部分に移動することができます。

スクロールによる移動

 
ズームナビゲーターを使用してスクロールします。

ズームナビゲーターで左右にドラッグします。

スペクトル表示でオーディオの周波数をスクロールするには、垂直ルーラー上で上または下にドラッグします（オーディオ波形とスペクトル

の表示を参照）。

選択/ビューパネルによる操作
選択/ビューパネルには、現在の選択範囲の開始と終了およびエディターパネルのビューが表示されます。パネルには、この情報がデシマルまたは
小節と拍などの現在の時間形式で表示されます（時間表示形式の変更を参照）。

1. 選択/ビューパネルを表示するには、ウィンドウ／選択/ビューを選択します。

2. （オプション）選択またはビューを変更するには、「開始」、「終了」または「デュレーション」に新しい値を入力します。

パネルのドッキング、グループ化、フローティング
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ワークスペースのカスタマイズ

トップへ戻る

トップへ戻る

ワークスペースについて
ワークスペースの選択
パネルのドッキング、グループ化、フローティング
パネルグループのサイズ変更
パネルを開く、閉じる、スクロール
マルチモニターの操作
ツールバーの表示
ステータスバーの表示
インターフェイスのカラー、明るさおよびパフォーマンスの変更
ワークスペースの保存、リセット、削除

ワークスペースについて
アドビ システムズ社のビデオおよびオーディオアプリケーションには、共通のカスタマイズ可能なワークスペースが用意されています。各アプリ
ケーションには独自のパネル（プロジェクト、メタデータ、タイムライン）がありますが、パネルの移動やグループ化の方法はすべての製品で共
通です。
プログラムのメインウィンドウはアプリケーションウィンドウと呼ばれます。このウィンドウでは、ワークスペースと呼ばれる構成でパネルが表
示されます。初期設定のワークスペースには、グループ化されたパネルおよびグループに属さない単独のパネルが表示されます。
作業スタイルに適したレイアウトにパネルを並び替えて、ワークスペースをカスタマイズできます。パネルを再び整列すると、他のパネルはウィ
ンドウに収まるように自動的にサイズ変更されます。タスクごとに複数のカスタムワークスペースを作成および保存できます。例えば、編集用の
ワークスペースとプレビュー用のワークスペースなどです。
フローティングウィンドウを使用して、従来の Adobe アプリケーションと同じようなワークスペースを作成したり、複数のモニターにパネル
を配置したりできます。

ワークスペースの例
A. アプリケーションウィンドウ B. グループ化されたパネル C. 個々のパネル

ワークスペースの選択
アドビ システムズ社のビデオおよびオーディオアプリケーションには、特定のタスクのためにパネルのレイアウトを最適化した定義済みのワーク
スペースがいくつか用意されています。これらのワークスペース、または保存しているカスタムワークスペースのいずれかを選択すると、それに
応じて現在のワークスペースは再描画されます。

 作業対象のプロジェクトを開き、ウィンドウ／ワークスペースを選択して、目的のワークスペースを選択します。
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トップへ戻るパネルのドッキング、グループ化、フローティング
パネルをドッキングしたり、グループの中または外に移動したり、パネルのドッキングを解除してアプリケーションウィンドウ上にフローティン
グ表示することができます。パネルをドラッグすると、パネルの移動先とすることができる場所がドロップゾーンとしてハイライトされます。選
択するドロップゾーンによって、パネルの挿入位置、およびパネルが他のパネルとドッキングされるか、グループ化されるかが決まります。

ドッキングゾーン
ドッキングゾーンはパネル、グループまたはウィンドウの端にあります。パネルをドッキングすると、既存のグループに隣接して配置され、新し
いパネルを表示するためにすべてのグループがサイズ変更されます。

パネル（A）をドッキングゾーン（B）にドラッグしてドッキングします（C）

グループ化ゾーン
グループ化ゾーンは、パネルまたはグループの中の、パネルのタブ領域に沿った場所にあります。パネルをグループ化ゾーンにドロップすると、
そのパネルは他のパネルと重なります。

パネル（A）をグループ化ゾーン（B）にドラッグして既存のパネルとグループ化します（C）

パネルのドッキングまたはグループ化
1. ドッキングまたはグループ化するパネルが表示されていない場合は、ウィンドウメニューでそのパネルを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

個々のパネルを移動するには、パネルのタブの左上にあるグリッパー部分をドロップゾーンにドラッグします。
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トップへ戻る

パネルグリッパーをドラッグして単一のパネルを移動

グループ全体を移動するには、右上にあるグループグリッパーをドロップゾーンにドラッグします。

グループグリッパーをドラッグしてグループ全体を移動

ドロップゾーンのタイプに応じて、パネルがドッキングまたはグループ化されます。

パネルのドッキングを解除してフローティングウィンドウ化
パネルのドッキングを解除して、フローティングウィンドウにすると、そのウィンドウにパネルを追加したり、アプリケーションウィンドウの場
合と同様にウィンドウを変更したりできます。フローティングウィンドウを使用すると、セカンドモニターを利用したり、以前のバージョンの
Adobe アプリケーションと同様のワークスペースを作成したりできます。

 ドッキングを解除するパネルを選択し（パネルが表示されていない場合は、ウィンドウメニューから選択します）、次のいずれかの操作を行い
ます。
パネルメニューから「パネルのドッキングを解除」または「フレームのドッキングを解除」を選択します。「フレームのドッキングを解除」
は、パネルグループのドッキングを解除します。
Ctrl キー（Windows®）または Command キー（Mac OS®）を押しながらパネルまたはグループを現在の場所からドラッグします。マウスの
ボタンを放すと、パネルまたはグループが新しいフローティングウィンドウとして表示されます。
パネルまたはグループをアプリケーションウィンドウの外側にドラッグします（アプリケーションウィンドウを最大化している場合は、パネ
ルを Windows のタスクバーにドラッグします）。

パネルグループのサイズ変更
パネルグループ間の境界線にポインターを置くと、サイズ変更アイコンが表示されます。そのアイコンをドラッグすると、その境界線を共有する
すべてのグループのサイズが変更されます。例えば、ワークスペースに縦に 3 つのパネルグループが表示されているとします。下の 2 つのグルー
プ間の境界線をドラッグすると、その 2 つのグループのサイズが変更されますが、一番上のグループのサイズは変更されません。
アットマーク（＠）キーを押すことによって、現在アクティブなパネルをすばやく最大化することができます（Shift キーは押さないでくださ
い）。パネルを元のサイズに戻すには、もう一度アットマークキーを押します。

1. 次のいずれかの操作を行います。
縦方向または横方向のいずれか一方向にサイズを変更するには、2 つのパネルグループの間にポインターを置きます。ポインターが二重
矢印  に変わります。

両方向に同時にサイズを変更するには、3 つ以上のパネルグループが交差する部分にポインターを置きます。ポインターが四重矢印 
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トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

に変わります。
2. マウスボタンを押してドラッグし、パネルグループのサイズを変更します。

パネルフレーム間の境界線をドラッグしてサイズを水平方向に変更
A. 元のグループとサイズ変更アイコン B. サイズが変更されたグループ

パネルを開く、閉じる、スクロール
アプリケーションウィンドウでパネルグループを閉じると、画面上の空いた領域を使用して、他のグループのサイズが変更されます。フローティ
ングウィンドウを閉じると、そのウィンドウ内のパネルも閉じます。
パネルを開閉するには、ウィンドウメニューからパネルを選択します。
パネルまたはウィンドウを閉じるには、閉じるボタン  をクリックします。
狭いパネルグループで隠れたパネルのタブを表示するには、水平スクロールバーをドラッグします。
任意のパネルをパネルグループの最前面に移動するには、次のいずれかの操作を行います。
最前面に移動するパネルのタブをクリックします。
タブ領域上にカーソルを置き、マウスのスクロールホイールを回します。スクロールするとパネルが順々に最前面に移動されます。
順序を変更するには、タブを水平方向にドラッグします。

狭いパネルグループで隠れたパネルを表示するには、パネルグループの上にあるスクロールバーをドラッグします。

狭いグループ内のパネルをすべて表示するには水平スクロールバーをドラッグする

マルチモニターの操作
マルチモニターを使用することにより、利用可能な画面領域を増やすことができます。マルチモニターを使用する場合、アプリケーションウィン
ドウを一方のモニターに表示し、フローティングウィンドウをセカンドモニターに配置します。モニターの構成はワークスペースに保存されま
す。

ツールバーの表示
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トップへ戻る

ツールバーからはツールとワークスペースメニューにすばやくアクセスでき、波形エディターとマルチトラックエディターを切り替えるボタンも
使用できます。それぞれのビューに特有のツールもあります。また、一部の波形エディターツールは、スペクトル表示でのみ使用できます。
デフォルトでは、ツールバーはメニューバーのすぐ下にドッキングされています。ただし、ツールバーのドッキングを解除してツールパネルに変
換し、他のパネル同様に操作することもできます。
ツールバーを表示または非表示にするには、ウィンドウ／ツールを選択します。ツールパネルが表示されている場合は、「ツール」コマンド
にチェックマークが付きます。
ツールバーのデフォルト位置でのドッキングを解除するには、左端のハンドルをワークエリアの別の場所にドラッグします。
ツールパネルをデフォルトの位置に再ドッキングするには、メニューバーのすぐ下にある Adobe Audition ウィンドウの幅全体にわたるドロッ
プゾーンにツールパネルタブをドラッグします。

使用できるツールはビューごとに異なります。
A. 波形エディターのツール（スペクトル表示用） B. マルチトラックエディターのツール

ステータスバーの表示
ステータスバーは、Adobe Audition のワークエリアの下部にあります。ステータスバーの左端には、ファイルの表示、保存または処理の所要時
間、および現在のトランスポートステータス（再生中、録音中または停止中）が表示されます。ステータスバーの右端には、カスタマイズ可能な
様々な情報が表示されます。

ステータスバー
A. ファイルの表示、保存または処理の所要時間 B. ビデオフレームレート C. ファイルステータス D. サンプルタイプ E. オーディオの非圧縮サ
イズ F. デュレーション G. 空き容量 H. ドロップアウトしたサンプルを検出

ステータスバーを表示または非表示にするには、ビュー／ステータスバー／表示を選択します。チェックマークは、ステータスバーが表示さ
れていることを示します。
バーの右端に表示される情報を変更するには、ビュー／ステータスバーを選択するか、バーを右クリックして、次のオプションから選択しま
す。
ビデオフレームレート マルチトラックエディターで開いているビデオファイルの現在およびターゲットのフレームレートを表示します。
ファイルステータス エフェクトおよび振幅の調整処理のステータスが表示されます。
サンプルタイプ 現在開いている波形（波形エディター）またはセッションファイル（マルチトラックエディター）のサンプル情報が表示され
ます。例えば、44,100 Hz、16 ビットのステレオファイルは、44100 Hz • 16-bit • ステレオと表示されます。
オーディオの非圧縮サイズ WAV や AIFF などの非圧縮形式で保存した場合にアクティブなオーディオファイルのサイズがどのくらいの大き
さになるか、または、マルチトラックセッションの合計サイズを示します。
デュレーション 現在の波形またはセッションの長さが表示されます。例えば、0:01:247 と表示された場合、波形またはセッションの長さは
1.247 秒です。
空き容量 ハードディスクの空き容量が表示されます。
空き容量（時間） 現在選択されているサンプルレートを基に録音用の残り時間が表示されます。この値は、時、分、秒、1/1000 秒で表示さ
れます。例えば、11,025 Hz で 8 ビットのモノラルオーディオを録音するように設定されている場合、残り時間は 4399:15.527 のように表示
されます。録音オプションを 44,100 Hz での 16-bit ステレオに変更すると、残り時間は 680:44.736 になります。
デフォルトでは、「空き領域（時間）」の情報は非表示になっています。 これを表示するには、ステータスバーを右クリックして、ポッ
プアップメニューから「空き領域（時間）」を選択します。

ドロップアウトしたサンプルを検出 録音中または再生中に失われたサンプルが表示されます。このインジケーターが表示された場合、ドロッ
プアウトを回避するためにファイルの再録音を検討します。

インターフェイスのカラー、明るさおよびパフォーマンスの変更
1. 編集／環境設定／アピアランス（Windows）、または Audition／環境設定／アピアランス（Mac OS）を選択します。
2. 次のいずれかのオプションを調整し、「OK」をクリックします。
プリセット カラーと明るさの設定の組み合わせを適用、保存または削除します。
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カラー スウォッチをクリックして、波形、選択または現在の時間インジケーターの色を変更します。
明るさ パネル、ウィンドウ、ダイアログボックスの明るさを調整します。
グラデーションを使用 選択を解除すると、パネル、ボタンおよびメーターのシャドウとハイライトが削除されます。

ワークスペースの保存、リセット、削除
カスタムワークスペースの保存
ワークスペースを変更すると、その変更内容がトラッキングされ、最新のレイアウトが保存されます。特定のレイアウトを長期的に保存するに
は、カスタムワークスペースとして保存します。保存したカスタムワークスペースはワークスペースメニューに表示され、それを選択すればワー
クスペースをそのレイアウトに再設定できます。

 必要に応じてフレームやパネルを整列した後、ウィンドウ／ワークスペース／新規ワークスペースを選択します。ワークスペースの名前を入力
して、「OK」をクリックします。
注意： （After Effects、Premiere Pro、Encore）カスタムワークスペースと共に保存したプロジェクトを他のシステムで開くと、名前が一致する
ワークスペースが検索されます。一致するワークスペースが見つからない場合、またはモニターの設定が一致しない場合は、現在のローカルワー
クスペースが使用されます。

ワークスペースのリセット
元の保存されているパネルレイアウトに戻すには、現在のワークスペースをリセットします。

 ウィンドウ／ワークスペース／<ワークスペース名> をリセットを選択します。

ワークスペースの削除
1. ウィンドウ／ワークスペース／ワークスペースを削除を選択します。
2. 削除するワークスペースを選択して、「OK」をクリックします。
注意： 現在使用しているワークスペースは削除できません。

関連項目
波形エディターとマルチトラックエディターの比較

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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オーディオハードウェアへの接続

トップへ戻る

注意：

オーディオ入力および出力の設定
ネットワークユーザーのマシン固有ハードウェア設定の適用
入力および出力へのファイルチャンネルの割り当て

Adobe Audition では広範なハードウェアの入力および出力を使用できます。サウンドカード入力は、オーディオをマイク、カセットデッキおよび
デジタルエフェクト装置などのソースから取り込むために使用します。サウンドカード出力は、オーディオをスピーカーやヘッドホンなどで監視
するために使用します。

A. サウンドカード入力にはマイクやテープデッキなどのソースを接続 B. サウンドカード出力にはスピーカやヘッドホンを接続

オーディオ入力および出力の設定

録音や再生のために入力と出力を設定するとき、Adobe Audition では、次の種類のサウンドカードドライバーを使用できます。

Windows では、ASIO ドライバーがプロ向けカードをサポートし、MME ドライバーが通常は標準のカードをサポートします。
Macintosh では、CoreAudio ドライバーがプロ向けと標準の両方のカードをサポートします。

ASIO ドライバーと CoreAudio ドライバー の方がパフォーマンスが高く、レイテンシが小さいので、なるべくこれらのカードを使用するようお勧
めします。また、ASIO と CoreAudio を使用した録音では、再生時のボリューム、パンおよびエフェクトの変化をその場で確認しながら録音でき
ます。

1. 編集／環境設定／オーディオハードウェア（Windows）、または Audition／環境設定／オーディオハードウェア（Mac OS）を選択します。

2. デバイスクラスメニューから、使用するサウンドカード用のドライバーを選択します。

3. カードからのデフォルトの入力および出力を選択します。

マルチトラックエディターで、特定のトラックのデフォルトを無効にすることができます。トラックに対するオーディオ入力および出力
の割り当てを参照してください。

4. （MME および CoreAudio）「マスタークロック」には、他のデジタルオーディオハードウェアを同期させる入力または出力を選択します
（サンプルが正確に整列されていることを確認）。

5. 「I/O バッファーサイズ」（ASIO および CoreAudio）または「レイテンシ」（MME）には、オーディオのドロップアウトが発生しない最低
限の設定を指定します。最適な設定はシステムの処理スピードによって異なるため、いくつかの設定を試してみてください。

6. オーディオハードウェアのサンプルレートを選択します（出力メディアごとの一般的なレートについては、サンプルレートについてを参照し
てください）。

7. （オプション）ASIO カードおよび CoreAudio カードのパフォーマンスを最適にするには、「設定」をクリックします。詳しくは、サウンド
カードのマニュアルを参照してください。

Adobe Audition のデフォルトでは、オーディオの再生またはモニタリング中、ASIO サウンドカードが制御されます。別のアプリケーショ
ンでカードにアクセスする場合は、「バックグラウンドで ASIO ドライバーを解放」を選択します（録音が突然停止するのを防ぐために、Audition
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では録音中もカードが制御されます）。

ネットワークユーザーのマシン固有ハードウェア設定の適用

ネットワーク環境では、Audition の環境設定は各ユーザーのアカウントに保存されます。編集やインターフェイスなどの環境設定については、こ
のしくみによってユーザーごとにカスタマイズできるようになっています。ただし、オーディオハードウェアの環境設定は一般的に、同じマシン
上ではどのユーザーでも同一となるようにしてください。これは、インストールされているオーディオインターフェイス上の入力と出力を
Audition で確実に利用できるようにするためです。

1. 編集／環境設定／オーディオハードウェア（Windows）、または Audition／環境設定／オーディオハードウェア（Mac OS）を選択します。

2. 「オーディオハードウェア」の設定の一番下にある「マシンに固有のデバイスデフォルトを使用」を選択します（このオプションの選択を解
除するのは、割り当てられたオーディオインターフェイスをユーザーが別のマシンに移動するときのみです）。

1 つのマシンから別のマシンにハードウェア設定を複製する代わりに、MachineSpecificSettings.xml ファイルを検索してコピーします。

入力および出力へのファイルチャンネルの割り当て

1. 編集／環境設定／オーディオチャンネルのマッピング（Windows）または Audition／環境設定／オーディオチャンネルのマッピング（Mac
OS）を選択します。

2. 入力リストおよび出力リストの項目の右端で、三角形をクリックして各ファイルチャンネル用のハードウェアポートを選択します。

この手順によって、マルチトラックエディターのマスタートラックのデフォルト出力も設定されます。デフォルトを無効にするには、トラック
に対するオーディオ入力および出力の割り当てを参照してください。

以下も参照してください。
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アプリケーション設定のカスタマイズと保存
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環境設定のカスタマイズ
環境設定をデフォルトの設定に戻す
カスタマイズしたアプリケーション設定の書き出しと読み込み

環境設定のカスタマイズ

環境設定ダイアログボックスでは、Adobe Audition の表示、編集時の動作、ハードディスク領域の使用方法、その他の設定項目をカスタマイズで
きます。

編集／環境設定（Windows）または Audition／環境設定（Mac OS）を選択して、カスタマイズする領域を選択します。
特定のオプションの上にマウスカーソルを置くと、ツールヒントが表示されます。

メディア＆ディスクキャッシュ環境設定で、最速のドライブをプライマリ一時フォルダー用に、別のドライブをセカンダリ一時フォルダー用に
選択します。「ピークファイルを保存」を選択して、WAV ファイルの表示方法に関する情報を保存します（ピークファイルがないと、大きい
WAV ファイルを再度開くときに時間がかかります）。

環境設定をデフォルトの設定に戻す

予期しない動作が見られる場合、環境設定ファイルが破損している可能性があります。環境設定ファイルを作成しなおすには、次の操作を行いま
す。

Shift キーを押しながら、Adobe Audition を起動します。

カスタマイズしたアプリケーション設定の書き出しと読み込み

アプリケーション設定ファイルには、現在の環境設定、エフェクト設定およびワークスペースがすべて保存されます。これらのファイルの書き出
しおよび読み込みを行って、特定のワークフローのカスタマイズ設定のグループを保存したり、設定をテンプレートとして別のマシンに転送した
りすることができます。

1. ファイル／書き出し／アプリケーション設定を選択して、ファイル名と場所を指定します。

2. 後から設定を再適用するには、ファイル／読み込み／アプリケーション設定を選択します。

Audition 2.0 または 3.0 からテンプレートを読み込むには、システム内で audition_settings.xml ファイルを検索します。このファイル
は、Macintosh と Windows の両方のバージョンの Audition CS に読み込むことができます。

以下も参照してください。
マーカーの操作
スペクトル表示のカスタマイズ
時間表示形式の変更
時間の操作とオーディオの再生
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読み込み、録音および再生

このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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ファイルを作成して開く

トップへ戻る

サンプルレート

チャンネル

ビットデプス

トップへ戻る

テンプレート

空の新規オーディオファイルの作成
新規のマルチトラックセッションの作成
既存のオーディオファイルおよびマルチトラックミックスを開く
他のファイルへのオーディオファイルの追加
ファイルを Raw データとして読み込み
マルチトラックセッションへのオーディオファイルの挿入
セッション内の所定の位置への Broadcast Wave ファイルのスポット挿入

空の新規オーディオファイルの作成

空の新規オーディオファイルは、オーディオを新規に録音する場合や、オーディオをペーストして組み合わせる場合に適しています。

1. ファイル／新規／オーディオファイルを選択します。

編集／新規ファイルにコピーを選択すると、開いているオーディオファイルの選択範囲から簡単にファイルを作成できます（オーディオ
データのコピーまたはカットを参照してください）。

2. ファイル名を入力して、次のオプションを設定します。

ファイルの周波数範囲を決定します。所定の周波数を再生するには、サンプルレートを少なくともその周波数の 2 倍にする
必要があります（サンプルレートについてを参照してください）。

波形をモノラル、ステレオ、5.1 サラウンドのいずれにするかを指定します。
声のみの録音の場合は、モノラルオプションを選択すると、処理時間が短くなり、ファイルのサイズも小さくなります。

ファイルの振幅範囲を決定します。Adobe Audition では、32 ビットレベルで処理の柔軟性が最大になります。ただし、一般的
なアプリケーションとの互換性を保つために、編集が完了したら小さいビットデプス値に変換してください（ビットデプスについておよ
びファイルのビットデプスの変更を参照してください）。

新規のマルチトラックセッションの作成

オーディオデータは、セッション（*.sesx）ファイル自体には含まれていません。セッションファイルはハードディスク上にある他のオーディオ
ファイル群の場所を示した小さい XML ベースのファイルです。セッションファイルには、セッションに含まれるファイル構成、セッション内に各
ファイルを挿入する位置、適用するエンベロープおよびエフェクトなどの情報が含まれています。

設定を詳細に調べるには、SESX ファイルをテキストエディターで開くか、バージョン管理システム（ゲーム業界で人気の Perforce など）で保
存します。

1. ファイル／新規／マルチトラックセッションを選択します。

2. ファイル名と場所を入力して、次のオプションを設定します。

デフォルトのテンプレートまたは作成したテンプレートを指定します。セッションテンプレートで、ソースファイルと各種設
定（「サンプルレート」、「ビットデプス」など）を指定します。
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注意：

ビットデプス

注意：

マスター
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注意：
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注意：

セッションの周波数範囲を決定します。所定の周波数を再生するには、サンプルレートを少なくともその周波数の 2 倍にす
る必要があります（サンプルレートについてを参照してください）。

セッションに追加するすべてのファイルは、ここで指定するサンプルレートと同じサンプルレートが使用されている必要がありま
す。サンプルレートが異なるファイルを読み込もうとすると、再サンプルするよう求める警告が表示されます。再サンプルはオーディオの音
質を劣化させる可能性があります。再サンプリングの品質を変更するには、データ環境設定の「サンプルレートの変換」設定を調整します。

マルチトラック／新規ファイルにミックスダウンコマンドで作成した録音やファイルを含めて、セッションの振幅範囲を決定
します（ビットデプスについてを参照してください）。

ビットデプスは、セッションを作成後は変更できないため、慎重に選択してください。高速なシステムを使用して 32 ビットレベル
で作業するのが理想的です。システムのパフォーマンスが低下する場合は、ビットデプス値を小さくしてみてください。

トラックをモノラル、ステレオまたは 5.1 のいずれのマスタートラックにミックスダウンするかを決定します（バス、SEND およ
びマスタートラックへのオーディオのルーティングを参照してください）。

既存のオーディオファイルおよびマルチトラックミックスを開く

Audition セッション、Adobe Premiere Pro シーケンス XML、Final Cut Pro XML Interchange、OMF の各ファイルタイプは、マルチトラックエ
ディターで開きます。
ビデオファイルのオーディオ部分など、その他のサポートされているファイルタイプは、波形エディターで開きます。

Audition 3.0 以前の SES セッションファイルはサポートされません。Audition 3.0 をお使いの場合は、セッションを XML 形式に保存し
て、それらを新しいバージョンで開いてください。 

複数のファイルを開く場合は、エディターパネルメニューで表示するファイルを選択できます。

1. ファイル／開くを選択します。

2. オーディオまたはビデオファイルを選択します（サポートされている読み込み形式を参照）。

必要なファイルが表示されない場合は、ダイアログボックスの下部にあるメニューから「サポートされているすべてのメディア」を選択
します。

他のファイルへのオーディオファイルの追加
CD トラックマーカーを含むファイルを追加し、オーディオの構成をすばやく実行して、一貫性のある処理を適用します。

1. 波形エディターで、次のいずれかの操作を行います。

アクティブなファイルに追加するには、ファイル／追加して開く／現在のファイルに追加を選択します。
新しいファイルに追加するには、ファイル／追加して開く／新規ファイルを選択します。

2. 追加モードで開くダイアログボックスでファイルを選択します

開いているファイルと異なるサンプルレート、ビットデプスまたはチャンネルタイプのファイルを選択した場合は、開いているファ
イルに合わせて自動的に変換されます。品質の良い結果を得るために、追加するファイルはオリジナルのファイルと同じサンプルタイプのも
のを使用するようお勧めします。
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トップへ戻る

サンプルレート

チャンネル

エンコーディング

バイト順序

開始バイトオフセット

トップへ戻る

トップへ戻る

3. 「開く」をクリックします。

ファイルを Raw データとして読み込み

特定のファイルを開くことができない場合は、サンプルタイプを説明する必要なヘッダー情報が不足している可能性があります。この情報を手動
で指定するには、そのファイルを Raw データとして読み込みます。

1. ファイル／読み込み／Raw データを選択します。

2. ファイルを選択して、「開く」をクリックします。

3. 次のオプションを設定します。

可能であれば、ファイルの既知のレートと一致させる必要があります。一般的な設定の例については、サンプルレートにつ
いてを参照してください。Adobe Audition では、1 ～ 10,000,000 Hz のレートで Raw データを読み込むことができますが、再生と録音は
6000 ～ 192,000 Hz のみでサポートされています。

1 ～ 32 の値を入力します。

ファイルのデータストレージスキームを指定します。ファイルで使用されているエンコーディングが不明な場合は、ファ
イルの提供元に問い合わせるか、作成元のアプリケーションのドキュメントを参照してください。多くの場合は、試行錯誤が必要です。

データのバイトの順序を指定します。WAV ファイルの場合はリトルエンディアン法、AIFF ファイルの場合はビックエンディア
ン法が一般的です。「デフォルトのバイト順序」を指定すると、システムプロセッサーのデフォルトが自動的に適用されます。通常はこれが
最適なオプションです。

読み込み処理を開始するファイル内のデータポイントを指定します。

マルチトラックセッションへのオーディオファイルの挿入

オーディオファイルをマルチトラックエディターに挿入すると、そのファイルは選択したトラック上のオーディオクリップとなります。複数の
ファイルを一度に挿入した場合や、選択したトラック上の未使用領域の長さを超えるファイルを挿入した場合、新しいクリップは、そのトラック
の一番近くにある空のトラックに挿入されます。

1. マルチトラックエディターで、トラックを選択してから、目的の時間位置に再生ヘッド  を合わせます。

2. マルチトラック／ファイルを挿入を選択します。

3. オーディオまたはビデオファイルを選択します（サポートされている読み込み形式を参照）。

マーカーパネルの範囲をマルチトラックエディターにドラッグすると、その範囲が自動的にクリップに変換されます。

セッション内の所定の位置への Broadcast Wave ファイルのスポット挿入

Broadcast Wave（BWF）ファイルをマルチトラックセッションに挿入する場合は、埋め込まれたタイムスタンプを Adobe Audition で使用し、所
定のタイム位置にファイルを挿入できます。この操作は、一般にスポット挿入と呼ばれています。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

1. 編集／環境設定／マルチトラック（Windows）、または Audition／環境設定／マルチトラック（Mac OS）を選択します。

2. 「マルチトラックにクリップを挿入するときに埋め込まれたタイムコードを使用」を選択します。

3. マルチトラックエディターで、トラックを選択します。

4. マルチトラック／ファイルを挿入を選択し、BWF ファイルを選択します。

指定した開始タイムの位置にオーディオクリップが挿入されます。

BWF クリップのタイムスタンプを表示または編集するには、波形エディターでクリップを開き、ウィンドウ／メタデータを選択します。
「BWF」タブに、タイムスタンプの値が「タイムリファレンス」として表示されます。
マルチトラックセッションについて
マルチトラックセッションへのビデオファイルの挿入
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ファイルパネルでの読み込み

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

ファイルパネルへのファイルの読み込み
ファイルパネルからマルチトラックセッションへの挿入
ファイルパネルに表示されるメタデータの変更
ファイルパネルには、開いているオーディオおよびビデオファイルの一覧が表示され、各ファイルを容易に利用できます。
ファイルリストの空の領域をダブルクリックすると、ファイルを開くダイアログボックスが開きます。

ファイルパネルへのファイルの読み込み
エディターパネルで現在開いているファイルを保持する場合は、ファイルパネルにファイルを読み込みます。この方法は、マルチトラックセッ
ション用にファイルをまとめるときに特に便利です。

1. 次のいずれかの操作を行います。
ファイルパネルで、ファイルの読み込みボタン  をクリックします
ファイル／読み込み／ファイルを選択します。

2. オーディオまたはビデオファイルを選択します。（サポートされている読み込み形式を参照）。

ファイルパネルからマルチトラックセッションへの挿入
1. ファイルパネルで、挿入するファイルを選択します。

複数の隣接したファイルを選択するには、必要な範囲の最初のファイルをクリックし、Shift キーを押しながら最後のファイルをクリック
します。複数の隣接しないファイルを選択するには、Ctrl キーを押しながらクリック（Windows）するか、Command キーを押しながら
クリック（Mac OS）します。

2. ファイルパネルの上部で、マルチトラックに挿入ボタン  をクリックします。次に、「新規マルチトラックセッション」（新規のマルチ
トラックセッションの作成を参照）または開いているセッションを選択します。

ファイルは、別々のトラックで、現在時刻の位置に挿入されます。

ファイルパネルに表示されるメタデータの変更
1. ファイルパネルの右上で、メニューアイコン  をクリックして、「メタデータの表示設定」を選択します。
2. 表示するメタデータを選択し、「OK」をクリックします。
3. メタデータの列を左右に移動するには、「名前」、「デュレーション」などの列ヘッダーをドラッグします。

ファイルのソート順を変更するには、列ヘッダーをクリックします。
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サポートされている読み込み形式

トップへ戻る

注意：

オーディオ読み込み形式

ビデオ読み込み形式

オーディオ読み込み形式

Adobe Audition では、次の形式のオーディオファイルを開くことができます。

AAC（HE-AAC を含む）
AIF、AIFF、AIFC（32 チャンネルまでのファイルを含む）

AIFF 形式には多くのバリエーションがあります。Audition では、すべての非圧縮 AIFF ファイルと、ほとんどの一般的な圧縮バージョンを開くこ
とができます。

作成者メタデータを AIFF ファイルで確認するには、メタデータパネルの「XMP」タブにある「ダブリンコア／作成者」フィールドを表示
します（XMP メタデータの表示と編集を参照）。

AC-3
APE 
AU
AVR
BWF
CAF（すべて非圧縮のバージョンおよび大部分が圧縮されたバージョン）
EC-3
FLAC
HTK
IFF
M4A
MAT
MPC
MP2
mp3（mp3 サラウンドファイルを含む）
OGA、OGG
PAF
PCM
PVF
RAW
RF64
SD2
SDS
SF
SND
VOC
VOX
W64
WAV（32 チャンネルまでのファイルを含む）

WAV 形式には多くのバリエーションがあります。Adobe Audition では、すべての非圧縮 WAV ファイルと、ほとんどの一般的な圧縮バージョンを
開くことができます。
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トップへ戻る

注意：

WMA（Windows のみ、メディア＆ディスクキャッシュ環境設定で「DLMS 形式のサポートを有効にする」をオン）
WVE
XI

ビデオ読み込み形式

波形エディターを使用すると、以下の形式のビデオファイルのオーディオ部分を開くことができます。マルチトラックエディターを使用すると、

同じファイルタイプを挿入してビデオパネルにプレビューを表示できます。

これらのビデオ形式にアクセスするには、QuickTime をインストールします。その他の形式を読み込むには、QuickTime のサポートを拡張して
ください。詳しくは、Apple Web サイトのこの記事を参照してください。

AVI
DV
MOV
MPEG-1
MPEG-4
3GPP および 3GPP2

次の形式はメディア＆ディスクキャッシュ環境設定の「DLMS 形式のサポートを有効にする」で有効になります。この設定はデフォルトで
オンに設定されます。

AVI（Windows のみ）
FLV
R3D
SWF
WMV

ファイルの保存と書き出し

マルチトラックセッションへのビデオファイルの挿入

セッションを OMF または Final Cut Pro Interchange 形式に書き出し
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CD からのオーディオの抽出

トップへ戻る

トップへ戻る

「CD からオーディオを抽出」コマンドを使用した CD トラックの抽出
トラック情報と CD データベースの設定
「開く」コマンドを使用した CD トラックの抽出（Mac OS）

「CD からオーディオを抽出」コマンドを使用した CD トラックの抽出

「CD からオーディオを抽出」コマンドは、高速で、ドライブ速度の最適化やトラックの名前変更など、多くの設定を制御できます。

1. オーディオ CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。

2. ファイル／CD からオーディオを抽出を選択します。

3. 「ドライブ」では、オーディオ CD が挿入されているドライブを選択します。

4. 「スピード」では、選択したドライブでサポートされているすべての抽出スピードから選択します。通常、「最高速度」オプションで良い
結果が得られますが、エラーが発生する場合は低い速度を選択してください。

5. 次の操作を必要に応じて実行します。

トラックをプレビューするには、「再生」ボタンをクリックします。

トラックを含めるか除外するには、トラック番号の左側にあるチェックボックスをクリックするか、「すべてを切り替え」をクリック
します。

トラックの名前を変更するには、名前をダブルクリックします。

6. Audition CC のみ：「単一のファイルに抽出」を有効にして、選択されたすべてのトラックが含まれる単一のファイルを作成します。

トラック情報と CD データベースの設定

CD からオーディオを抽出ダイアログボックスの中央部では、デフォルトで「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」および「年」の情報
が、指定した CD データベースから抽出されます。これらのエントリを調整するには、次のいずれかの操作を行います。
情報をカスタマイズするには、現在のエントリを上書きします。
データベースからオリジナルの情報を挿入するには、タイトルを取得アイコン  をクリックします。
複数のレコードが一致することを示すメッセージが表示された場合、異なるデータベースレコードを挿入するには矢印をクリックします。
異なるデータベースおよびファイル名の命名規則を指定するには、タイトル設定アイコン  をクリックします。タイトル設定の各オプ
ションの説明を表示するには、マウスをオプションの上にかざしてしばらく待ち、ツールチップを表示します。

注意：複数のアーティストのエントリが検出されると、「コンピレーション」オプションが自動的に選択されます。タイトル設定ダイアログ
ボックスで、編集用の区切り文字を入力して、各トラックのアーティストとトラックタイトルを区切ります。

「開く」コマンドを使用した CD トラックの抽出（Mac OS）
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注意： この抽出方法を実行すると、Audition のパフォーマンスが大きく低下することがあります。通常は「CD からオーディオを抽出」コマン
ドの方が優れています。

「開く」コマンドを使用すると、AIFF 形式のトラックを抽出できますが、Audition では CD からオーディオデータを読み込み続ける必要がある
ため、読み込みと編集に時間がかかります。

1. オーディオ CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。

2. ファイル／開くを選択します。

3. ファイルタイプとして QuickTime を選択し、CD-ROM ドライブに移動します。

4. 抽出するトラックを選択し、「開く」をクリックします。
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時間の操作とオーディオの再生

トップへ戻る

トップへ戻る

一時停止

CTI を前に移動

時間の監視
現在の時間インジケーターの位置合わせ
オーディオのスクラビングでの再生
オーディオのリニア再生またはループ再生
複数のファイルまたはビュー間での現在の時間インジケーターの同期
時間表示形式の変更

時間の監視

エディターパネルでは、次の機能が時間の監視に役立ちます。

パネルの上の方にあるタイムラインで、時間インジケーター  を使用する、特定のポイントで再生または録音を開始できます。

パネルの左下にあるタイム表示は、現在の時刻を数値形式で示します。デフォルトの時間形式は「デシマル」ですが、簡単に変更することも
できます。（時間表示形式の変更を参照してください）。同じ形式がタイムラインでも使用されます。

タイム表示を別のパネルに表示するには、ウィンドウ／時間を選択します。

タイムの監視に役立つ各種機能

A. 時間インジケーター B. タイムライン C. 時間表示 

時間インジケーターの位置合わせ

エディターパネルで、次のいずれかの操作を行います。

タイムラインで、インジケーター  をドラッグするか、特定の時点をクリックします。

左下のタイム表示で、ドラッグして数値を選択するか、特定の時間を入力します。

パネルの下部で、次のいずれかのボタンをクリックします。

個別のパネルにこれらのボタンを表示するには、ウィンドウ／トランスポートを選択します。

 時間インジケーターを一時的に停止します。一時停止ボタンをもう一度クリックすると再生または録音を再開できます。

 時間インジケーターを次のマーカーの先頭に配置します。マーカーがない場合は、時間インジケーターをその波形ま
たはセッションの先頭に移動します。
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巻き戻し

早送り

CTI を次に移動

トップへ戻る

トップへ戻る

停止時に CTI を開始位置に戻す

スペクトル選択範囲のみを再生

注意：

トップへ戻る

 時間インジケーターを巻き戻します。
巻き戻しボタンを右クリックすると、カーソルが移動する速さを設定できます。

 時間インジケーターを早送りします。
早送りボタンを右クリックすると、カーソルが移動する速さを設定できます。

 時間インジケーターを次のマーカーに移動します。マーカーがない場合は、時間インジケーターをその波形または
セッションの末尾に移動します。

オーディオのスクラビングでの再生

オーディオをスクラビング（ファイルを早送りまたは巻き戻しするときに音入りのプレビューを生成すること）するには、次のいずれかを実行し
ます。

時間インジケーター  をドラッグします。

巻き戻し  または早送り  ボタンを押します。

J キーを押して巻き戻すか、K キーを押して停止するか、L キーを押して早送りします。J キーまたは L キーを繰り返し押すと、巻き戻しや
早送りのスピードが徐々に上がります（デフォルトを変更するには、再生環境設定で「JKL シャトル速度」を設定します）。

オーディオのリニア再生またはループ再生
再生をすぐに開始または停止するには、スペースバーを押します。

1. エディターパネルで、時間インジケーターの位置を合わせるか、範囲を選択します。

2. （オプション）パネルの下部で、再生ボタン  を右クリックして、次のいずれかを選択します：

Audition 3.0 およびそれより前のバージョンの動作を反映します（Shift + X キーを押すと、このオプション
のオンとオフが切り替わります）。

長方形選択ツール 、なげなわ選択ツール  またはブラシ選択ツール  で選択した周波数のみ再生し
ます。

3. （オプション）選択範囲を微調整する場合や、別のエフェクト処理で実験する場合は、ループ再生ボタン  をクリックします。

4. 再生を開始するには、再生ボタンをクリックします。

デフォルトでは、再生する範囲が波形の表示されている範囲を超えていれば、エディターパネルがスクロールします。環境設定ダイアログ
ボックスの「再生」領域で、自動スクロールを無効にすることができます。

複数のファイルまたはビュー間での時間インジケーターの同期
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トップへ戻る

デシマル（mm:ss.ddd）

CD 75 fps

SMPTE 30 fps

SMPTE ドロップ（29.97 fps）

SMPTE 29.97 fps

SMPTE 25 fps（EBU）

SMPTE 24 fps（フィルム）

サンプル

小節と拍

波形エディターでは、時間インジケーターの位置を維持したままで複数ファイル間を切り替えることができます。これは、1 つの波形について複数
の異なるバージョンを編集する場合に便利です。マルチトラックエディターでは、時間インジケーターの位置を維持したままで波形エディターに
切り替えることができます。これは、編集やエフェクトを両方のビューで適用する場合に便利です。

波形エディターのファイル間で時間インジケーターを同期

1. 編集／環境設定／一般（Windows）または Adobe Audition／環境設定／一般（Mac OS）を選択します。

2. 「波形エディターでファイル間の選択範囲、ズームレベルおよび CTI を同期」を選択します。

マルチトラックエディターと波形エディターの間で時間インジケーターを同期

1. 編集／環境設定／マルチトラック（Windows）、または Adobe Audition／環境設定／マルチトラック（Mac OS）を選択します。

2. 「クリップを波形エディターと同期」を選択します。

時間表示形式の変更
デフォルトでは、すべてのオーディオファイルおよびマルチトラックセッションで同じ時間表示形式が使用されます。開いているファイルまた
はセッションの形式をカスタマイズするには、ウィンドウ／プロパティを選択し、「詳細設定」を展開して、「時間表示環境設定と同期」の選
択を解除します。

ビュー／時間表示を選択し、次に示すオプションから適切な形式を選択します。

分、秒および 1000 分の 1 秒でタイムが表示されます。

オーディオ CD で使用されている形式（1 秒は 75 フレーム）でタイムが表示されます。

SMPTE 形式（1 秒は 30 フレーム）でタイムが表示されます。

SMPTE ドロップフレーム形式（1 秒は 29.97 フレーム）でタイムが表示されます。

SMPTE ノンドロップフレーム形式（1 秒は 29.97 フレーム）でタイムが表示されます。

ヨーロッパの PAL テレビフレームレート（1 秒は 25 フレーム）を使用してタイムが表示されます。

フィルムに適した 1 秒 24 フレームの形式でタイムが表示されます。

編集ファイルの先頭から数えた実際の経過サンプル数でタイムが表示されます。

音楽の小節:拍:分割数の形式でタイムが表示されます。設定をカスタマイズするには、「テンポを編集」を選択して、プロパティパ
ネルで次のオプションを設定します。
テンポ
1 分あたりの拍数を指定します。
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カスタム（X フレーム/秒）

拍子記号
小節ごとの拍数と、全拍を表す音符を指定します。例えば、拍子記号が 3/8 の場合は、小節あたり 3 つの音符があり、8 分音符が全拍を表し
ます。
分割数
各拍を分割するセクション数、つまり小数点以下の値を指定します。例えば、1 拍あたりの分割数を 32 と入力した場合、4:2:16 という時間
設定は、4/4 拍子で 2 拍と 3 拍の間の中間の 8 分音符を示します。

カスタム形式でタイムを表示します。カスタム形式を変更するには、「カスタムフレームレートを編集」を選択
して、1 秒あたりのフレーム数を入力します。有効な値は 2 ～ 1000 の整数です。
マルチトラックセッション用の開始オフセットおよび時間表示のカスタマイズ
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オーディオの録音

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

波形エディターでのオーディオ録音

正しい DC オフセット
マルチトラックエディターでのファイルへの直接録音

マルチトラックエディターでのオーディオクリップの録音

マルチトラックエディターでの選択範囲へのパンチイン

マルチトラックエディターでの再生中のパンチイン

パンチインテイクの選択

波形エディターでのオーディオ録音

マイクをはじめ、サウンドカードのライン入力ポートに接続可能なあらゆるデバイスからオーディオを録音できます。録音の前には、S/N レベル
を最適化するために入力信号を調整する必要があります（標準サウンドカードの録音レベルの調整またはプロ向けカードのドキュメントを参照し

てください）。

1. オーディオ入力を設定します。（オーディオ入力および出力の設定を参照してください）。

2. 次のいずれかを実行します。

新しいファイルを作成します。

既存のファイルを開き、新しいオーディオの上書き録音や追加録音を開始する位置に時間インジケーター  を合わせます。

3. エディターパネルの下部で、録音ボタン  をクリックして録音を開始および停止します。

正しい DC オフセット

サウンドカードによっては、録音の信号に直流電圧が加わることにより、「DC オフセット」が生じ、波形の中心がゼロクロスラインからずれま
す。DC オフセットにより、ファイルの先頭と最後でクリックノイズまたはポップノイズが発生する場合があります。

波形エディターで、テンプレート／DC オフセットを修復の順に選択します。

DC オフセットを測定するには、振幅の分析を参照してください。

マルチトラックエディターでのファイルへの直接録音

マルチトラックエディターでは、録音した個々のクリップが自動的に個別の WAV ファイルとして保存されます。ファイルへの直接録音は、多数の
クリップを簡単に録音して保存できる非常に便利な機能です。

セッションフォルダー内に、個々の録音済みクリップを保存する [セッション名]_Recorded というフォルダーができます。クリップのファイル名
は、トラック名の後にテイク番号を付加した名前になります（例：Track 1_003.wav）。

録音後には、最終ミックスの完成度を上げるためにテイクを編集できます。例えば、ギターソロの複数テイクを作成した後で、個々のソロから良

い部分を抽出して組み合わせることができます。（クリップのトリミングおよび拡張を参照してください）。また、ビデオのサウンドトラックと

オーディオ CD とで別バージョンのソロを使用することもできます。
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トップへ戻る

注意：

注意：

トップへ戻る

マルチトラックエディターでのオーディオクリップの録音

マルチトラックエディターでは、オーバーダビングによって複数のトラックにオーディオを録音できます。オーバーダビングする際は、既に録音

済みのトラックを再生しながら、それに合わせて録音することで、高度なレイヤー構成を作成できます。録音したオーディオは毎回、トラック上

の新しいオーディオクリップとなります。

1. エディターパネルの「入力／出力」領域で、トラックの入力メニューからソースを選択します。

使用可能な入力を変更するには、「オーディオハードウェア」を選択して「設定」をクリックします。

2. 目的のトラックで録音用に準備ボタン  をクリックします。

トラックメーターに入力が表示され、これを使用してレベルを最適化できます（このデフォルトおよび表示のレベルを録音中のみ無効にする

には、マルチトラック環境設定で、「トラックが録音用に準備されている場合に入力の計測を有効にする」の選択を解除します）。

3. トラックエフェクトや SENDS を使用してルーティングされたハードウェア入力を聴くには、「入力をモニター」ボタン  をクリックしま
す。

エフェクトや SENDS を使用して入力をルーティングするには、大量の処理が必要です。演奏者のタイミングの邪魔になるレイテン
シー（知覚できる遅延）を短縮するには、オーディオ入力および出力の設定を参照してください。

4. 複数のトラックで同時に録音するには、手順 1 ～ 3 を繰り返します。

5. エディターパネルで、録音を開始する位置に時間インジケーター  を移動するか、新しいクリップ用の範囲を指定します。

6. パネルの下部で、録音ボタン  をクリックして録音を開始および停止します。

マルチトラックエディターでの選択範囲へのパンチイン

録音したクリップ内に満足できない部分があれば、そのタイム範囲のみを選択して新しい録音をパンチインすることで、元のクリップを変更せず

に、指定した範囲のみを録音し直すことができます。指定範囲への録音はパンチインを使用しなくても実行できますが、パンチインでは指定範囲

の直前と直後の部分を試聴できるので、トランジションを自然なものにするために欠かせない前後のつながりを確認しながら作業できます。

特に重要な部分や難易度の高い部分に対しては、複数のテイクをパンチインしておき、その中から最良の演奏のテイクを選択することや、編集し

て各テイクの良い部分を組み合わせることができます。

パンチインで作成したテイク

1. エディターパネルで、目的のトラック内で時間選択ツール  をドラッグし、目的のクリップについて時間範囲を選択します。

2. 正しいトラック入力を選択します（トラックに対するオーディオ入力および出力の割り当てを参照してください）。

3. 目的のトラックで録音用に準備ボタン  をクリックします。

4. 選択範囲より数秒ほど前の位置に時間インジケーター  を合わせます。

5. エディターパネルの下部で、録音ボタン  をクリックします。
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トップへ戻る

トップへ戻る

選択範囲より前のオーディオが再生され、選択範囲が録音されて、再生が再開されます。

マルチトラックエディターでの再生中のパンチイン

特定の範囲を指定してパンチインする必要がない場合は、再生中に任意のエリアに対してパンチインを実行できます。

1. 録音用に 1 つ以上のトラックを準備します（マルチトラックエディターでのオーディオクリップの録音を参照してください）。

2. エディターパネルの下部で、再生ボタン  をクリックします。

3. 録音を開始する領域に到達したら、録音ボタン  をクリックします。録音が完了したら、録音ボタンをもう一度クリックします。

パンチインテイクの選択

複数のテイクをパンチインする場合は、テイクは互いにエディターパネルでレイヤー表示されます。テイク間を選択するには、次の手順を実行し

ます。

1. 時間選択ツール  で、パンチインテイクの先頭と末尾にスナップする範囲を選択します（クリップの終了点へのスナップを参照してくださ
い）。

2. トラック内でクリップヘッダー上にマウスポインターを置きます（トラック名に続いてテイク番号がヘッダーに表示されます）。

3. 最上部のテイクを別の場所（不要な再生を防ぐため通常はセッションの終わり）にドラッグします。

4. セッションを再生します。前に移動したテイクのほうが良い場合は、そのテイクを選択された範囲にドラッグして戻します。

パンチイン範囲の時間中に元のクリップをミュートするには、ボリュームエンベロープを調整します（クリップ設定のオートメーション化を参

照してください）。

以下も参照してください。

空の新規オーディオファイルの作成

現在の時間インジケーターの位置合わせ
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録音レベルおよび再生レベルの監視

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

レベルメーターの概要
レベルメーターのカスタマイズ
標準サウンドカードの録音レベルの調整

レベルメーターの概要
録音中および再生中に、入力信号と出力信号の振幅を監視するには、レベルメーターを使用します。波形エディターでは、レベルメーターはレベ
ルパネルにのみ表示されます。マルチトラックエディターでは、マスター出力の振幅を示すレベルパネルと、各トラックの振幅を示すトラック
メーターにレベルメーターが表示されます。
レベルパネルは、垂直、水平のいずれの向きにもドッキングできます。パネルを水平にドッキングしている場合は、上のメーターが L チャンネ
ル、下のメーターが R チャンネルを表します。
レベルパネルを表示または非表示にするには、ウィンドウ／レベルメーターを選択します。

レベルメーターパネル（水平にドッキングした状態）
A. L チャンネル B. R チャンネル C. ピークインジケータ D. クリッピングインジケータ

レベルメーターでは、信号レベルを dBFS（decibels below full scale）で表し、クリッピングが発生しない最大の振幅を 0 dB とします。つまり、
クリッピングが発生しない最大の振幅を 0 dB とします。黄色のピークインジケーターは、ピーク振幅を確認しやすいように 1.5 秒間表示され続け
ます。
振幅が小さすぎるとサウンドの品質が低下します。また、振幅が大きすぎるとクリッピングが発生し、歪みが生じます。レベルが最大値の 0 dB を
超えると、メーターの右側にある赤色のクリッピングインジケータが点灯します。
クリップインジケーターを消去するには、個々にクリックするか、メーターを右クリックして「インジケーターをリセット」を選択します。

レベルメーターのカスタマイズ
メーターを右クリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
入力信号を計測 波形エディターで、デフォルトのハードウェア入力のレベルを表示します（オーディオ入力および出力の設定を参照してくださ
い）。このオプションをすばやく有効または無効にするには、メーターをダブルクリックします。
範囲オプション 表示するデシベル範囲を変更します。
最小値を表示 振幅の小さいポイントで最小値インジケータを表示します。
最小値インジケータがピークインジケータの近くに表示される場合は、ダイナミックレンジ（サウンドの最小と最大の差）が小さいことを示し
ます。2 つのインジケータが大きく離れている場合はダイナミックレンジが大きいことを示します。

カラーグラデーションを表示 メーターを緑から、黄、赤の順に徐々に変化させます。このオプションの選択を解除すると、徐々に色が変化するの
ではなく、-18 dBFS で黄色、-6 dBFS で赤に変わります。
LED メーターを表示 デシベルレベルごとに別々のバーを表示します。
可変ピーク、固定ピーク ピークインジケータの表示モードを変更します。「可変ピーク」では、1.5 秒が経過すると黄色のピークレベルがリセッ
トされるため、比較的新しいピーク振幅を確認するのに適しています。オーディオのボリュームが小さくなるほど、ピークインジケータの位置は
低くなります。「固定ピーク」では、ピークインジケータの位置が保持されるため、監視、再生または録音を開始してからの最大振幅を確認する
のに適しています。この設定でも、クリッピングインジケータをクリックすることにより手動でピークインジケータをリセットできます。
録音の前に曲の最大ボリュームを調べる場合は、「固定ピーク」を選択してから、入力レベルを監視します。ピークインジケーターには、最大
ボリューム部分のレベルが表示されます。

標準サウンドカードの録音レベルの調整
録音したオーディオのボリュームが小さすぎる場合（不要なノイズが発生する原因）または大きすぎる場合（歪みが発生する原因）は、レベルを
調整します。最良のサウンドを得るには、クリッピングが発生しない範囲で可能な限りレベルを上げます。録音レベルを設定するときは、メー
ターを確認し、最大ピークが –3 dB 未満の黄色い範囲内に収まるようにしてください。
サウンドカードの録音レベルは、Adobe Audition から直接にはコントロールされません。プロ向けサウンドカードを使用している場合は、サウン
ドカードに付属するミキサーアプリケーションを使用してレベルを調整します（操作方法については、サウンドカードのマニュアルを参照してく
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ださい）。 標準サウンドカードを使用している場合は、Windows または Macintosh で用意されているミキサーを使用します。

Windows 7 および Windows Vista でのサウンドカードレベルの調整
1. タスクバーのスピーカアイコンを右クリックし、「録音デバイス」を選択します。
2. 使用する入力ソースをダブルクリックします。
3. 「レベル」タブをクリックし、必要に応じてスライダを調整します。

Windows XP でのサウンドカードレベルの調整
1. タスクバーのスピーカアイコンをダブルクリックします。
2. オプション／プロパティを選択します。
3. 「録音」を選択し、「OK」をクリックします。
4. 使用する入力ソースを選択し、音量のスライダを適切な位置に調整します。

Macintosh でのサウンドカードレベルの調整
1. Apple メニューから「システム環境設定」を選択します。
2. 「サウンド」をクリックして、「入力」タブをクリックします。
3. 使用するデバイスを選択し、入力レベルのスライダを適切な位置に調整します。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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オーディオファイルの編集

波形編集の機能強化

video2brain（2012 年 5 月 7 日）
ビデオチュートリアル

改善されたプレビュー、トランスポート、マーカーの各コントロールにより、ワークフローが効率化されます。

このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。

46

http://www.adobe.com/go/CHLvid60802_au_jp


波形エディターでのオーディオ表示

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

オーディオ波形とスペクトルの表示
波形表示について
スペクトル表示について
波形チャンネルのレイヤー表示または色分け表示
スペクトル表示のカスタマイズ
垂直スケールの変更

オーディオ波形とスペクトルの表示
波形エディターのエディターパネルには、サウンド波形が視覚的に表されます。デフォルトの波形表示の下にはスペクトル表示を開くことができ
ます。波形表示は、オーディオの振幅を確認するのに最適です。スペクトル表示は、オーディオの周波数（低音から高音まで）を確認するのに最
適です。
スペクトル表示を開くには、次のいずれかの操作を行います。
ツールバーでスペクトル表示  ボタンをクリックします。
エディターパネルで、波形表示とスペクトル表示間のデバイダーをドラッグして、それぞれの割合を調整します。スペクトル表示の表示
と非表示をすばやく切り替えるには、デバイダーをダブルクリックするか、デバイダーの右側にある三角形をクリックします。

 
波形表示とスペクトル表示 
A. デバイダーをドラッグしてそれぞれの割合を微調整します。 B. 三角形をクリックしてスペクトル表示の表示と非表示を切り替えます。 

ステレオファイルおよび 5.1 サラウンドファイルで特定のチャンネルを識別するには、垂直ルーラーのインジケーターを確認します。

波形表示について
波形表示では、波形が一連の正と負のピークとして表示されます。x 軸（水平ルーラー）は時間を表し、y 軸（垂直ルーラー）はオーディオ信号の
レベル / 大きさを示す振幅を表します。小音量のサウンドは、大音量のサウンドに対して山も谷（中央線付近）も小さくなります。垂直スケールお
よびカラーを変更して、波形表示をカスタマイズできます。
波形表示では、振幅の変化が一目でわかるため、この表示は、声の破裂音やドラムの打撃音など、打楽器のようなサウンドの変化を識別するのに
最適です。例えば、特定の言葉が発声されている箇所を見つける場合は、最初の音節のピークと最後の音節の後の谷を探します。

 
波形表示のステレオファイル

スペクトル表示について
スペクトル表示では、周波数成分により波形が表示されます。x 軸（水平ルーラー）は時間を表し、y 軸（垂直ルーラー）は周波数を表します。こ
のビューによって、オーディオデータを分析して、どの周波数が最も多く含まれているかを確認できます。カラーが明るくなるほど、振幅が大き
くなります。カラーの範囲は、濃い青色（振幅の小さい周波数）から明るい黄色（振幅の大きい周波数）までです。
スペクトル表示は、咳やその他のノイズなどの不要なサウンドを削除するのに便利です。

 
スペクトル表示 - 高周波数を選択した状態

波形チャンネルのレイヤー表示または色分け表示
ステレオファイルや 5.1 サラウンドファイルの場合、チャンネルをレイヤー化して表示したり（レイヤー表示）、色分けして表示したりできます
（色分け表示）。レイヤー表示チャンネルのほうが、全体的なボリュームの変化が明確に表示されます。色分け表示チャンネルでは、各チャンネ
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トップへ戻る

窓関数

スペクトル解像度

デシベル範囲

スペクトル選択が存在する場合は選択した周波数のみ表示

トップへ戻る

デシベル

パーセント

サンプル値

ノーマライズ値

1 段階対数よりに表示 / 1 段階リニアよりに表示

完全対数表示 / 完全リニア表示

ルを視覚的に区別できます。

ビュー／波形チャンネルを選択して、「レイヤー表示」または「色分け表示」を選択します。

 
チャンネルビューのオプション 
A. 色分け表示 B. レイヤー表示（色分け表示を選択している状態）

スペクトル表示のカスタマイズ
スペクトル表示環境設定では、様々な詳細を強調したり、ノイズの分離精度を上げたりすることができます。

1. 編集／環境設定／スペクトル表示（Windows）または Audition／環境設定／スペクトル表示（Mac OS）を選択します。

2. 次のオプションを設定します。

高速フーリエ変換のシェイプを決定します。関数は、幅の小さいものから大きいものの順番に表示されます。幅の小さい関数は、含
まれる周辺周波数は少なくなりますが、中央の周波数の反映精度は下がります。幅の大きい関数は、含まれる周辺周波数は多くなりますが、
中央の周波数の反映精度は上がります。全体的な結果が優れているのは、Hamming オプションと Blackman オプションです。

周波数の表示で、領域を垂直方向に分割する数を指定します。解像度を上げると、周波数精度は上がりますが、時間精度
は下がります。実験によって、実際のオーディオコンテンツに適したバランスを見つけてください。例えば、打楽器音の多いオーディオは、
解像度が低いほうが反映されやすい場合があります。

エディターパネルで解像度を直接調整するには、スペクトル表示の横にある垂直ルーラーを右クリックして「スペクトル解像度を上げ
る」または「スペクトル解像度を下げる」を選択します。

周波数を表示する振幅範囲を変更します。範囲を拡大すると、カラーが強調され、音量の小さいオーディオの詳細を確認でき
ます。この値では、スペクトル表示が調整されるだけで、オーディオの振幅は変更されません。

選択範囲と同じ時間範囲ですべての周波数を再生するには、このオプションの選
択を解除します。

垂直スケールの変更
波形エディターでは、垂直ルーラーの振幅または周波数のスケールを変更できます。
波形表示の振幅スケールの変更

波形表示で、垂直ルーラーを右クリックして、次のいずれかを選択します。

振幅が -∞ ～ 0 dBFS の範囲のデシベル単位のスケールで示されます。

振幅が -100 ～ 100 ％の範囲のパーセント単位のスケールで示されます。

振幅を、現在のビットデプスがサポートしているデータ値の範囲を表示するスケールで示します（ビットデプスについてを参
照）。32 ビットの浮動小数値は、以下のノーマライズスケールを反映します。

振幅が -1 ～ 1 の範囲のノーマライズ値で示されます。
スペクトル表示の周波数スケールの変更

スペクトル表示で、垂直ルーラーを右クリックして、次のいずれかを選択します。

周波数を対数スケールより（人間の聴覚を反映）またはリニアスケールより（高周波数を視
覚的にさらにわかりやすく表示）に表示します。

スペクトル表示で Shift キーを押しながらマウスのホイールを上方向に動かすと、周波数の表示が対数スケール方向に変化し、下方向に動
かすとリニアスケール方向に変化します。

周波数を完全に対数スケールまたはリニアスケールで表示します。
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法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

音波
インターフェイスのカラー、明るさおよびパフォーマンスの変更
スペクトル範囲の選択
オーディオをリストアする方法
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オーディオの選択

トップへ戻る

トップへ戻る

時間範囲の選択
スペクトル範囲の選択
ノイズの選択と自動修復
波形全体の選択
編集するチャンネルの指定
選択範囲のゼロクロスポイント調整
マーカー、ルーラー、フレームおよびゼロクロスへのスナップ

時間範囲の選択
1. ツールバーで、時間選択ツール  を選択します。
2. 次の操作を必要に応じて実行します。

範囲を選択するには、エディターパネル内でドラッグします。

ドラッグして時間範囲を選択

選択範囲を拡大または縮小するには、選択範囲の端をドラッグします（Shift キーを押しながら選択範囲の外側をクリックすると、特定の
場所まで簡単に拡大できます）。
注意： また、右クリックによって選択範囲を拡大または縮小することもできます。この機能を有効にするには、環境設定ダイアログ
ボックスの「一般」セクションで「選択範囲の拡張」を選択します。

スペクトル範囲の選択
スペクトル表示での作業中には、長方形選択ツール、なげなわ選択ツールまたはブラシ選択ツールを使用して、特定のスペクトル範囲のオーディ
オデータを選択できます。長方形選択ツールを使用すると矩形の領域を選択でき、なげなわ選択ツールおよびブラシ選択ツールを使用すると自由
に範囲を選択できます。これら 3 つのツールでは細部の編集と処理が可能であり、オーディオのリストア作業も非常に柔軟に行うことができま
す。例えば、ノイズを発見した場合、影響を受けている周波数だけを選択して編集できるので、編集後のオーディオの品質が向上し、編集にかか
る時間も短縮されます。
ブラシ選択ツールでは、選択範囲に適用するエフェクトの強度を指定できます。強度を調整するには、ブラシを重ね塗りして選択範囲を描画する
か、ツールバーで「不透明度」の設定を変更します。選択した領域の白色が不透明であるほど、エフェクトが強く適用されます。
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トップへ戻る

トップへ戻る

スペクトル選択範囲のタイプ
A. 長方形 B. なげなわ C.  ブラシ

1. ツールバーで、長方形選択ツール 、なげなわ選択 ツール  またはブラシ選択ツール  を選択します。
2. エディターパネルで、スペクトル表示内をドラッグして対象となるオーディオデータを選択します。
注意： ステレオ波形で選択する場合、デフォルトではすべてのチャンネルに選択が適用されます。特定のチャンネルのオーディオデータを
選択するには、編集／チャンネルを有効にするメニューから選択します。

3. 選択範囲を調整するには、次のいずれかの操作を行います。
選択範囲を移動するには、選択範囲内にポインタを置いて、適切な位置に選択範囲をドラッグします。
選択範囲のサイズを変更するには、選択範囲のエッジまたはコーナーにポインタを置いて、適切なサイズになるまでドラッグします（ブ
ラシ選択ツールを使用する場合は、ツールバーの「サイズ」の設定を調整することもできます）。
なげなわ選択ツールまたはブラシ選択ツールの選択範囲を増やすには、Shift キーを押しながらドラッグします。選択範囲を減らすに
は、Alt キーを押しながらドラッグします。
ブラシ選択ツールの選択範囲に適用するエフェクトの強度を指定するには、ツールバーで「不透明度」の設定を調整します。

デフォルトでは、スペクトル選択範囲のオーディオのみが再生されます。同じ時間範囲のすべてのオーディオを再生するには、再生ボタン を右
クリックして「スペクトル選択範囲のみを再生」の選択を解除します。

ノイズの選択と自動修復
クリックノイズやポップノイズなど、小規模で単発のノイズをすばやく修復するには、スポット修復ブラシを使用します。このツールでオーディ
オを選択すると、テンプレート／自動修復コマンドが自動的に適用されます。
注意： 自動修復は、小音量のオーディオノイズ用に最適化されているため、4 秒以下の選択に制限されています。

1. ツールバーのスポット修復ブラシ  を選択します。
2. ピクセル単位の直径を変更するには、「サイズ」の設定を調整します。または、角括弧キーを押します。
3. エディターパネルで、スペクトル表示のオーディオのノイズ箇所をクリックして押さえたままにするか、ドラッグします。
注意： クリックしてマウスボタンを押したままにしない場合は、時間インジケーターが移動してオーディオをプレビューできますが、修復
は行われません。クリックによってオーディオを修復するには、一般環境設定で「マウスをクリックしてすぐに円形の選択を作成」を選択し
ます。

スポット修復ブラシを使用したすばやいノイズ修復
A. 修復前 B. 修復後
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波形全体の選択
 次のいずれかの操作を行います。
波形の表示範囲を選択するには、エディターパネル内をダブルクリックします。
波形全体を選択するには、エディターパネル内をトリプルクリックします。

編集するチャンネルの指定
デフォルトでは、ステレオまたはサラウンド波形のすべてのチャンネルに選択や編集が適用されますが、特定のチャンネルを選択して編集するこ
とも簡単にできます。

 エディターパネルの右側で、振幅ルーラーのチャンネルボタンをクリックします。例えば、ステレオファイルの場合は、左チャンネルボタン 
または右チャンネルボタン  をクリックします。
エディターパネルの上端または下端をドラッグして 1 つのステレオチャンネルを選択するには、環境設定ダイアログぼックkすの「一般」セク
ションで「クリック箇所に応じて編集するチャンネルを決定」を選択します。

5.1 サラウンドファイルの特定のチャンネルを選択

選択範囲のゼロクロスポイント調整
オーディオの削除や挿入など、多くの編集作業において、最適な選択場所は「ゼロクロス」（振幅がゼロになるポイント）です。ゼロクロスから
ゼロクロスまでを選択すると、編集によるポップノイズやクリックノイズの発生を抑えることができます。

 選択範囲を最も近いゼロクロスポイントに調整するには、編集／ゼロクロスを選択し、「両端を内向きに調整」（内側にある次のゼロクロスま
で両端を移動）などのオプションを選択します。
ポップノイズやクリックノイズをさらに抑えるために、編集内容はすべてクロスフェードされます。クロスフェードのデュレーションは、環境
設定ダイアログボックスの「データ」セクションで変更できます。

マーカー、ルーラー、フレームおよびゼロクロスへのスナップ
スナップによって、選択範囲の境界線や時間インジケーターを、マーカー、ルーラーの目盛り、ゼロクロスポイントおよびフレームなどの項目に
移動できます。スナップを有効にすることによって正確な選択を行うことができますが、必要に応じて、特定の項目についてスナップを無効にす
ることもできます。

1. 選択した項目に対してスナップを有効にするには、エディターパネルの上部にあるスナップを切り替えアイコン  をクリックします。
2. スナップ対象の項目を指定するには、編集／スナップを選択して、次のいずれかを選択します。
マーカーにスナップ マーカーポイントにスナップします。マーカーの定義については、マーカーの操作を参照してください。
ルーラーにスナップ（粗調整） タイムラインの主な数値目盛り（分、秒など）にのみスナップします。
注意： 有効にできる「ルーラーにスナップ」コマンドは一度に 1 つだけです。
ルーラーにスナップ（微調整） タイムラインの細かい目盛り（ミリ秒など）にスナップします。ズームイン（タイムラインを右クリックし
てドラッグ）することによって、表示の目盛りがより細かくなり、より正確にカーソルを配置できるようになります。
ゼロクロスにスナップ オーディオが中央線と交差する最も近い場所（振幅が 0 になるポイント）にスナップします。
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フレームにスナップ タイム形式がフレーム単位である場合（CD や SMPTE など）に、フレームの境界線にスナップします。
タイムラインを右クリックすることにより、スナップのコマンドにアクセスすることもできます。

関連項目
スペクトル表示について
スペクトル表示のカスタマイズ
クリップの終了点へのスナップ

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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オーディオのコピー、カット、ペーストおよび削除

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

オーディオデータのコピーまたはカット

オーディオデータのペースト

ペースト時のオーディオデータのミキシング

オーディオの削除またはクロップ

オーディオデータのコピーまたはカット

1. 波形エディターで、コピーまたはカットするオーディオデータを選択します。または、波形全体をコピーまたはカットする場合は、すべての
オーディオデータの選択を解除します。

2. 次のいずれかのオプションを選択します。

オーディオデータをクリップボードにコピーするには、編集／コピーを選択します。

オーディオデータをコピーして新しく作成したファイルにペーストするには、編集／新規ファイルにコピーを選択します。

現在の波形からオーディオデータを削除し、クリップボードにコピーするには、編集／カットを選択します。

オーディオデータのペースト

次のいずれかの操作を行います。

オーディオを現在のファイルにペーストするには、オーディオを挿入する位置に時間インジケーター  を置くか、置き換える既存のオー
ディオを選択します。次に、編集／ペーストを選択します。

オーディオデータを新規ファイルにペーストするには、編集／新規ファイルにペーストを選択します。新規ファイルは、クリップボード

にある元のマテリアルから自動的にサンプルタイプ（レートやビット深度など）を継承します。

ペースト時のオーディオデータのミキシング

「ミックスペースト」コマンドを使用すると、クリップボードのオーディオデータが現在の波形とミックスされます。

1. エディターパネルで、時間インジケーター  をオーディオデータのミックスを開始する位置に置きます。または、置き換えるオーディオ
データを選択します。

2. 編集／ミックスペーストを選択します。

3. 次のオプションを設定して、「OK」をクリックします。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。
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コピーしたオーディオ／既存のオーディオ

コピーされたオーディオを反転

クロスフェード

ペーストのタイプ | Audition CC

挿入

オーバーラップ（ミックス）

上書き

変調

クリップボードから

ファイルから

ループペースト

トップへ戻る

コピーしたオーディオと既存のオーディオの量のパーセンテージを調整します。

コピーしたオーディオのフェーズを反転します。既存のオーディオに同様のコンテンツが含まれている場合

は、フェーズキャンセレーションを誇張または縮小します（フェーズキャンセレーションについては、音波の相互作用を参照してくださ

い）。

ペーストしたオーディオの最初と最後にクロスフェードを適用し、トランジションをスムーズにします。フェードの長さは

ミリ秒単位で指定します。

ペーストのタイプを指定します。次のオプションがあります。

現在の場所または選択した場所にオーディオを挿入します。オーディオはカーソル位置に挿入され、既存のデータは挿入された

マテリアルの最後に移動されます。

選択したボリュームレベルで、オーディオを現在の波形とミキシングします。オーディオが現在の波形

よりも長い場合、ペーストされるオーディオに合わせて現在の波形が延長されます。

カーソル位置からオーディオをオーバーダビングし、カーソル位置以降の既存のマテリアルをオーディオの長さの分だけ置換

します。例えば、5 秒間のマテリアルをペーストすると、カーソル位置以降の最初の 5 秒間が置換されます。

現在の波形を使ってオーディオを変調し、興味深いエフェクトを生成します。変調の結果はオーバーラップに似ていますが、2
つの波形の値がサンプルごとに加算されるのではなく、乗算される点が異なります。

アクティブな内部クリップボードからオーディオデータをペーストします。

ファイルからオーディオデータをペーストします。「参照」をクリックして、ファイルに移動します。

指定した回数だけオーディオデータをペーストします。オーディオが現在の選択範囲よりも長い場合、現在の選択範囲は自

動的に延長されます。

オーディオの削除またはクロップ

次のいずれかを実行します。

削除するオーディオを選択して、編集／削除を選択します。

オーディオの残しておく部分を選択して、編集／切り抜きを選択します（ファイルの最初と最後にある不要なオーディオが削除されま

す）。

サラウンド波形、ステレオ波形、モノラル波形の変換

チャンネルミキサーエフェクト
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視覚的なフェードおよび振幅の変更

トップへ戻る

視覚的なフェードインまたはフェードアウト
視覚的な振幅の増減
視覚的振幅コントロールの固定または非表示
振幅を変化させたりフェードを生成したりできるエフェクトは多数ありますが、視覚的なフェードおよびゲインコントロールでは、この操作をす
ばやく、直感的に行うことができます。エディターパネルでこれらのコントロールをドラッグするとプレビューが表示され、オーディオを正確に
調整できます。

エディターパネルの視覚的コントロール
A. フェードコントロール B. ゲインコントロール（ヘッドアップディスプレイ）

選択されたオーディオをすばやくフェードするには、テンプレート／フェードインまたはテンプレート／フェードアウトを選択します。

視覚的なフェードインまたはフェードアウト
Adobe Audition は、次の 3 種類の視覚的なフェードを備えています。
リニアフェードでは、一定の速度でボリュームが変化します。多くの素材で良好な結果が得られます。この設定ではフェードが急激すぎる場
合は、その他いずれかのオプションを試してください。
対数フェードは、緩やかなフェードから急速なフェードへ、または急速なフェードから緩やかなフェードへと滑らかに変化します。
コサインフェードは、S カーブに似た形で変化します。緩やかなフェードから始まって、次に大部分が急速にフェードし、最後にまた緩やか
なフェードで終わります。

注意： 波形エディターでは、フェードによってオーディオデータが永久に変更されます。再調整可能なフェードをマルチトラックエディターで適
用するには、マルチトラッククリップのフェードまたはクロスフェードを参照してください。

フェードのタイプ
A. リニア B. 対数 C. コサイン

 波形の左上または右上で、フェードイン  またはフェードアウト  ハンドルを内側に向かってドラッグし、必要に応じて次の操作を行いま
す。
リニアフェードの場合は、水平方向のみにドラッグします。
対数フェードの場合は、上または下にドラッグします。
コサイン（S カーブ）フェードの場合は、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押さえます。
コサインフェードをデフォルトとし、上記のキーを押すとリニアまたは対数フェードが作成されるようにするには、一般環境設定でデフォルト
フェードの設定を変更します。
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トップへ戻る

トップへ戻る

視覚的な振幅の増減
1. エディターパネルで、特定のオーディオを選択します。ファイル全体を調整する場合は何も選択しません。
2. パネルの上にフローティング表示される ゲインコントロールで、ノブまたは数値をドラッグします。
数値は、新規の振幅と既存の振幅の差分を示しています。 マウスボタンを離すとこの数値は 0 dB に戻るので、さらに調整を行えます。

選択した領域のボリュームの変更

視覚的振幅コントロールの固定または非表示
デフォルトでは、視覚的振幅コントロールはすべての波形の上にヘッドアップディスプレイ（HUD）として表示されます。この HUD が邪魔にな
る場合は、次のいずれかを実行します。

HUD を一定の場所に固定するには、固定ボタン  をクリックします。
ハイライトされている選択範囲上にのみ HUD を表示するには、一般環境設定で「選択範囲にのみ HUD を表示」を選択します。
HUD を完全に非表示にするには、ビュー／HUD を表示の選択を解除します。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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マーカーの操作

注意：

トップへ戻る

マーカーの追加、選択および名前変更
マーカーの調整、結合、変換または削除
マーカー間にあるオーディオの新しいファイルへの保存
再生リストの作成
マーカー（「キュー」と呼ばれる場合もあります）は、波形内で定義する場所です。マーカーを使用して、波形内を簡単に移動し、範囲を選択し
たり、編集を実行したり、オーディオを再生したりできます。
Adobe Audition では、マーカーはポイントまたは範囲のいずれかで指定できます。ポイントとは、波形内の一点の時間位置（ファイルの先頭から
1:08.566 の位置など）を指します。範囲には開始タイムと終了タイムの両方があります（1:08.566 から 3:07.379 までのすべての波形など）。範
囲の開始マーカーと終了マーカーをドラッグしてタイムを変更できます。
エディターパネルの上部にあるタイムラインで、マーカーの白いハンドルを選択、ドラッグまたは右クリックすると、追加のコマンドにアクセス
できます。

 
マーカーの例 
A. マーカーポイント B. マーカー範囲 

ファイルを保存するときにマーカーを保存するには、「マーカーと他のメタデータを含める」を選択します。

マーカーの追加、選択および名前変更
マーカーの追加はエディターパネルから直接実行できますが、マーカーを定義および選択する場合は、マーカーパネル（ウィンドウ／マーカー）
を使用します。
長さやタイプなどの情報を表示または非表示にするには、パネルメニュー から「マーカーの表示設定」を選択します。

マーカーの追加

1. 次のいずれかを実行します。

オーディオを再生します。
マーカーポイントを配置する位置に時間インジケーター  を置きます。
マーカー範囲として定義するオーディオデータを選択します。

2. M キーを押すか、マーカーパネルで、マーカーを追加ボタン  をクリックします。
無音部分でマーカーを自動的に作成するには、「無音を削除」オプションと「オーディオをマーク」オプションを参照してください。

マーカーの選択

エディターまたはマーカーパネルでマーカーをクリックします。または、時間インジケーター  をダブルクリックして目的の場所に移動
し、範囲マーカーの領域を選択します。
隣接するマーカーを複数選択するには、マーカーパネル内で選択する最初のマーカーをクリックし、Shift キーを押しながら最後のマーカーを
クリックします。
隣接していないマーカーを複数選択するには、マーカーパネル内で Ctrl キーを押しながらマーカーをクリック（Windows）または Command
キーを押しながらマーカーをクリック（Mac OS）します。
時間インジケーターを最も近いマーカーまで移動するには、編集／マーカー／CTI を次に移動、または編集／マーカー／CTI を前に移動を選
択します。

マーカー名の変更

1. マーカーパネルで、マーカーを選択します。

2. マーカー名をクリックして、新しい名前を入力します。
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トップへ戻る

トップへ戻る

ファイル名にマーカー名を使用

先頭文字

末尾開始番号

場所

形式

サンプルタイプ

マーカーと他のメタデータを含める

トップへ戻る

マーカーの調整、結合、変換または削除
作成したマーカーは、オーディオプロジェクトのニーズに合わせて後から微調整できます。
マーカーの再配置

エディターパネルで、マーカーハンドルを新しい位置にドラッグします。
マーカーパネルでマーカーを選択し、ポイントマーカーの場合は「開始」に、範囲マーカーの場合は「開始」、「終了」および「デュレー
ション」に新しい値を入力します。

個別のマーカーの結合

マーカーパネルで、結合するマーカーを選択して、結合ボタン  をクリックします。
結合された新しいマーカーは最初のマーカーの名前を継承します。結合されたポイントマーカーは範囲マーカーになります。

ポイントマーカーから範囲マーカーへの変換

マーカーハンドルを右クリックし、「範囲に変換」をクリックします。
マーカーハンドルが 2 つのハンドルに分割されます。

範囲マーカーからポイントマーカーへの変換

マーカーハンドルを右クリックし、「ポイントに変換」をクリックします。
範囲マーカーハンドルの 2 つの部分が単一のハンドルに結合され、範囲の開始タイムがポイントマーカーのタイムになります。

マーカーの削除

マーカーを選択して、マーカーパネルの削除ボタン  をクリックします。
エディターパネルでマーカーハンドルを右クリックし、「マーカーを削除」を選択します。

マーカー間にあるオーディオの新しいファイルへの保存
1. 波形エディターで、ウィンドウ／マーカーを選択します。

2. マーカー範囲を 1 つ以上選択します（マーカーの操作を参照）。

3. マーカーパネルのオーディオ書き出しボタン  をクリックします。

4. 次のオプションを設定します。

マーカー名をファイル名の先頭文字として使用します。

新規ファイルのファイル名の先頭文字を指定します。

ファイル名の先頭文字に追加する数字の開始番号を指定します。Adobe Audition では、保存したファイルを区別するために、
先頭文字の後に番号が自動的に追加されます（prefix02、prefix03 など）。

ファイルの保存先フォルダーを指定します。別のフォルダを指定する場合は、「参照」をクリックします。

ファイル形式を指定します。形式の設定領域に、データの圧縮および保存のモードが示されます。このモードを調整するには、「変
更」をクリックします（オーディオ形式の設定を参照）。

サンプルレートとビットデプスを表します。これらのオプションを調整するには、「変更」をクリックします（ファイルの
サンプルレートの変換を参照）。

処理対象のファイルに、オーディオのマーカーとメタデータパネルの情報を含めます（XMP メタデータ
の表示と編集を参照）。

再生リストの作成
再生リストは、任意の順序で再生したり、指定した回数だけループ再生したりできるマーカー範囲の配列です。再生リストを使用すると、編集内
容を確定する前に、複数バージョンの配列を再生して違いを確認できます。再生リストは、再生リストパネル（ウィンドウ／再生リスト）で作成
します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。
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注意： 再生リストをファイルと共に保存するには、WAV 形式で保存する必要があります（オーディオファイルの保存を参照）。
再生リストの作成

1. 再生リストパネルで、マーカーパネルを開くボタン  をクリックします。

2. マーカーパネルで、再生リストに追加するマーカー範囲を選択します。次に、選択した範囲マーカーを再生リストに挿入ボタン  をクリッ
クするか、範囲マーカーを再生リストパネルにドラッグします。

再生リスト項目の順序の変更

項目を上下にドラッグします。
再生リスト内の項目の再生

リストの全部または一部を再生するには、最初に再生する項目を選択して、パネルの上部にある再生ボタン  をクリックします。
特定の項目を再生するには、項目名の左側にある再生ボタンをクリックします。

再生リスト内の項目のループ再生

項目を選択し、「ループ」列に数値を入力します。各項目ごとに異なる回数のループ再生ができます。
再生リスト内の項目の削除

項目を選択して、削除ボタン  をクリックします。
「無音を削除」オプションと「オーディオをマーク」オプション
ファイルのバッチ処理
マーカーの操作
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オーディオの位相反転、リバースおよび無音部分の作成

 

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

波形の位相反転

波形のリバース

無音部分の作成

波形の位相反転

位相反転エフェクトは、オーディオのフェーズを 180 度反転します（フェーズの度数については、波形の測定を参照してください）。

位相反転によりもたらされる変化は、個別の波形では聴き取れませんが、波形を結合すると違いがわかります。例えば、ペーストしたオーディオ

を位相反転することで、既存のオーディオに揃えることができます。ステレオファイルの 1 つのチャンネルを位相反転することによって、フェー
ズがずれた録音を修正することもできます。

1. 波形の一部を位相反転する場合は、対象となる範囲を選択します。波形全体を位相反転する場合は、すべてのオーディオデータの選択を解除
します。

2. エフェクト／位相反転を選択します。

波形のリバース

リバースエフェクトは、波形の順序を右から左へと逆にして、逆方向に再生されるようにします。リバースは特殊エフェクトの作成に便利です。

1. 波形の一部をリバースする場合は、対象となる範囲を選択します。波形全体をリバースする場合は、すべてのオーディオデータの選択を解除
します。

2. エフェクト／リバースを選択します。

無音部分の作成

無音部分の作成は、一時停止を挿入したり、オーディオファイルから不要なノイズを削除したりするのに便利です。Adobe Audition では、次の 2
つの方法で無音部分を作成できます。

波形エディターで既存のオーディオをミュートするには、対象となるコンテンツを選択してエフェクト／無音を選択します。選択範囲を削除

または切り取った場合は、周囲のマテリアルが継ぎ合わされますが、ミュートすると選択範囲のデュレーションがそのまま残ります。

波形またはマルチトラックエディターで無音部分を追加するには、時間インジケーター  を置くか、既存のオーディオを選択し、編集／挿
入／無音を選択して秒数を入力します。右側にあるオーディオは挿入された時間分だけ後ろにずれ、デュレーションが延長されます。マルチ

トラッククリップは必要に応じて分割されます。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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周波数バンドスプリッター

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

幅

最大

スケール

最大 FIR フィルターサイズ

周波数バンドスプリッターでは、選択したオーディオクリップ（またはハイライトされた選択範囲）のコピーを最大 8 つ作成し、各コピーの周波
数範囲をオリジナルとは異なるものとします。指定されたクロスオーバー周波数によって、スプリットポイントが決まります。波形の各コピー
は、セッションウィンドウ内でそれぞれ別個のトラック上に単独で配置されます。その後、バンド別に編集やエフェクトの適用ができます。
例えば、クロスオーバー値が 800 と 3200 である 3 つの幅のデフォルト設定を使用すると、選択した波形のコピーが 3 つ作成され、各コピーは、
周波数が 0 Hz ～ 800 Hz の波形、800 Hz ～ 3200 Hz の波形、3200 Hz ～ 22050 Hz（またはサンプルレートに基づく最大周波数）の波形となり
ます。

1. オーディオクリップを開きます。選択するには選択ツールを使用し、処理を行う範囲を選択します。

2. 編集／周波数バンドスプリッター を選択します。

 
周波数バンドスプリッター

3. 目的のオプションを設定して、「OK」をクリックします。

周波数スプリッターのオプション

スプリットポイントの数を設定します。ここで指定した数だけオリジナル波形のコピーが作成され、各コピーはクロスオーバーの値に応じた周
波数範囲を持つ波形となります。

各バンドの最大周波数を指定します。最小とバンド幅に、現在のバンドと隣接バンドの最大周波数に基づいて計算された値が表示されます。

バンドを視覚的に示すために表示されるスケールを指定します。リニアまたは対数のいずれかを選択できます。

FIR（有限インパルス応答）フィルターの最大サイズを設定します。これは応答カーブのフェーズエラーを維持する
フィルターです。IIR フィルターはフェーズエラー（リンギングに聞こえることが多い）を含む場合がありますが、FIR フィルターはそうではあり
ません。値を大きくするほど周波数フィルターの精度は高くなります。デフォルト値（320）のままでほとんどの場合は十分ですが、フィルターが
適用された波形に歪みやリンギングが発生する場合は、値を大きくする必要があります。
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取り消し、やり直し、ヒストリー

 

トップへ戻る

トップへ戻る

変更の取り消しまたはやり直し
ヒストリー状態の比較

変更の取り消しまたはやり直し
Adobe Audition を起動するたびに、実行した変更内容が記録されます。編集内容は、ファイルを保存して閉じるまで適用されないため、取り消し
とやり直しを無制限に行うことができます。

 変更を取り消すかやり直すには、次のいずれかの操作を実行します。
変更を取り消すには、編集／[name of change] を取り消しを選択します。
変更をやり直すには、編集／[name of change] をやり直し選択します。
最後のコマンドを繰り返すには、波形エディターで編集／最後に使用したコマンドを繰り返すを選択します。ほとんどのコマンドは繰り返せ
ます。ただし、いくつか例外があります（削除など）。
ダイアログボックスを開かずに最後のコマンドを繰り返すには、Ctrl + R（Windows）または Command + R（Mac OS）を押します。

ヒストリー状態の比較
「取り消し」と「やり直し」コマンドでは変更内容を前後に一つずつしか移動できませんが、ヒストリーパネルでは任意の変更内容にすぐに戻す
ことができます。 このパネルを使用すると、処理済みのオーディオとオリジナルのオーディオをすばやく比較したり、意図しない結果となった一
連の変更内容を破棄したりできます。
注意： ファイルを閉じると、ヒストリー状態は非表示になります。

状態への復帰
ヒストリー状態に復帰するには、その状態をクリックします。
状態を順番に移動するには、キーボードの上下矢印キーを押します。

状態の削除
巨大なオーディオファイルを扱っているときは、不要なヒストリー状態を削除することにより、空きディスク領域を増やし、パフォーマンスを向
上させます。

すべての状態を削除するには、パネルメニュー  の「ヒストリーを消去」を選択します。

特定の状態を削除するには、その状態を選択してごみ箱アイコン  をクリックします。
注意： ヒストリー状態を削除すると、関連する「取り消し」コマンドも削除されます。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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サンプルタイプの変換

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

別のサンプルレートでファイルを確認

ファイルのサンプルレートの変換

サラウンド波形、ステレオ波形、モノラル波形の変換

ファイルのビットデプスの変更

サンプルレート変換プリセットの使用

別のサンプルレートでファイルを確認

「別のサンプルレートで認識」コマンドを使用すると、オーディオファイルが異なるサンプルレートでどのように聞こえるかを確認できます（サ

ンプルレートについてを参照してください）。このコマンドは、ファイルヘッダーで誤ったレートを指定するファイルの識別に役立ちます。サン

プルレートを永久に変換するには、編集／サンプルタイプを変換を選択します。

1. 波形エディターで、編集／別のサンプルレートで認識を選択します。
2. テキストボックスにサンプルレートを入力するか、リストから一般的なサンプルレートを選択します。

注意： Adobe Audition では 6000 ～ 192,000 Hz のサンプルレートを使用することができますが、サウンドカードがそのサンプルレートに対応し
ていない場合は、正しく再生できないことがあります。サポートされるサンプルレートを調べるには、サウンドカードのマニュアルを参照してく

ださい。

ファイルのサンプルレートの変換

ファイルのサンプルレートは、波形の周波数範囲を決定します。サンプルレートを変換する場合は、サウンドカードのサポートするサンプルレー

トに注意してください。

1. 波形エディターで、編集／サンプルタイプを変換を選択します。
サンプルタイプを変換ダイアログボックスに簡単にアクセスするには、ステータスバーの「サンプルタイプ」セクションをダブルクリッ

クします（ステータスバーの表示を参照してください）。

2. サンプルレートリストでレートを選択するか、テキストボックスにカスタムレートを入力します。
3. 「詳細」セクションで、「品質」スライダーをドラッグして、サンプル変換の品質を調整します。

値を大きくすると、より高い周波数が保持されますが、変換にかかる時間は長くなります。値を小さくすると、処理時間は短くなりますが、

高周波数が減衰します。

高いレートから低いレートにダウンサンプルする場合は、常に大きい値を使用します。アップサンプルする場合は、大きい値を指定して

も効果はほとんどありません。

4. 最善の結果を得るには、「プリ/ポストフィルター」を選択してエイリアシングノイズを防ぎます。

サラウンド波形、ステレオ波形、モノラル波形の変換

「サンプルタイプを変換」コマンドを使用すると、波形を別のチャンネル数に簡単に変換できます。

1. 波形エディターで、編集／サンプルタイプを変換を選択します。
2. チャンネルメニューから、「モノラル」、「ステレオ」または「5.1」を選択します。
3. 「詳細」セクションで、「L ミックス」と「R ミックス」のパーセンテージを入力します。

モノラルからステレオに変換する場合、「L ミックス」と「R ミックス」オプションを使用して、オリジナルのモノラル信号を新しいス
テレオ信号の各チャンネルに配置するときに使用する相対的な振幅を指定します。例えば、モノラルソースを L チャンネルにのみ、R
チャンネルにのみ、または両チャンネルの間の任意の位置に配置できます。

ステレオからモノラルに変換する場合は、「L ミックス」と「R ミックス」オプションを使用して、各チャンネルから最終的なモノラル
の波形にミックスされる信号量を制御します。最も一般的なミックス方式では、両方のチャンネルの 50 ％を使用します。

その他のチャンネル変換方法については、次のトピックを参照してください。

オーディオチャンネルのモノラルファイルへの抽出

ペースト時のオーディオデータのミキシング

Channel Mixer エフェクト
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トップへ戻る

トップへ戻る

ファイルのビットデプスの変更

ファイルのビットデプスはオーディオのダイナミックレンジを決定します（ビットデプスについてを参照してください）。Adobe Audition では、
最高 32-bit の分解能をサポートしています。ファイルのビットデプスを高くしてダイナミックレンジを拡大したり、ビットデプスを低くしてファ
イルサイズを小さくしたりできます。

注意： 一般的なアプリケーションおよびメディアプレーヤーの一部では、16 ビット以下のオーディオが必要です。
1. 波形エディターで、編集／サンプルタイプを変換を選択します。
2. メニューからビットデプスを選択するか、テキストボックスにカスタムビットデプスを入力します。
3. 「詳細」セクションで、次のオプションを設定します。
ディザリング 低いビットデプスに変換するときに、ディザリングを有効または無効にします。ディザリングを無効にすると、ビットデプス

の切り捨て幅が大きく、ボリュームの低い部分で、量子化ディストーションによってカサカサ音が発生します

ディザリングによって若干のノイズが発生しますが、ディザリング未使用時の、低信号レベルでの音の歪みの増加に比べ、望ましい結果が得

られます。またディザリングによって、ビットデプスが低い場合のオーディオのノイズや歪みの制限によりマスクされるサウンドが聞こえる

ようになります。

ディザの種類 ディザリングノイズの分布方法を、元の振幅値と相対的に制御します。通常は、三角波を使用すると、信号とノイズの比率、

ディストーション、ノイズ変調をバランスよく設定できます。

ディザの種類 信号とノイズの比率を削減 ノイズ変調

三角形 4.8 dB なし

ガウシアン 6.0 dB 無視できる範囲

注意： 「三角形（シェイプ）」および「ガウシアン（シェイプ）」を使用すると、もう少し多くのノイズが高い周波数に移動します。制御
を強化する場合は、「ノイズシェイプ」オプションを設定します。

ノイズシェイプ どの周波数にディザリングノイズを含めるかを決定します。ノイズシェイプを使用すると、可聴ノイズを発生させずに低い

ディザデプスを使用できる場合があります。ノイズシェイプの質は、ソースオーディオ、最終的なサンプルレート、ビットデプスに依存しま

す。

注意： ノイズシェイプは、32 Khz 未満のサンプルレートでは無効です。これは、すべてのノイズが可聴周波数に留まるためです。

ハイパス  クロスオーバーを 7.3 kHz に設定した状態で、ディザリングノイズを 0 Hz で -180 dB、100 Hz で -162 dB に下げま
す。

ライトスロープ  クロスオーバーを 11 kHz に設定した状態で、ノイズを 0 Hz で -3dB、5 Hz で -10dB に下げます。

ニュートラル 「軽い」は 14 kHz までフラットで、最大 17 kHz までノイズを上げ、より高い周波数で再度フラットになりますバッ
クグラウンドノイズは、ノイズシェイプを行わない場合と同じように聞こえますが、約 11 dB 小さくなります。

「重い」は 15.5 kHz までフラットで、すべてのディザリングノイズを 16 kHz より上（またはクロスオーバーの指定位置）に配置し
ます。クロスオーバーが低すぎる場合、耳が敏感な人には甲高い音が聞こえる可能性があります。ただし、48 kHz または 96 kHz の
オーディオを変換する場合は、クロスオーバーを 20 kHz より上に配置することができます。

バックグラウンドヒスに音響カラーを付けないようにするには、ニュートラルシェイプを選択します。ただし、他のシェイプより

ヒスが大きく聞こえます。

U 字型  「浅い」は、2 kHz から 14 kHz まではほぼフラットですが、低周波数は聞こえにくいため、オーディオが 0 Hz に近付くと
音が大きくなります。「中」では、9 kHz を超える高周波数で少しノイズを増やし、低いノイズはその周波数より下になります。
「深い」では、9 kHz を超えるとさらにノイズを増やしますが、2 ～ 6 kHz の範囲ではさらに下げます。

加重  「軽い」では、2 ～ 6 kHz の範囲のノイズを下げ、10 ～ 14 kHz の範囲のノイズを上げることにより、低レベルのサウンドの
聞こえ方を一致させようとします。ボリュームが高い部分では、ヒスが目立つ場合があります。「重い」では、最も繊細な 2 ～ 6
KHz の範囲を均等に減らし、8 kHz を超える部分のノイズを大きくします。

クロスオーバー ここで指定した周波数を超えるとノイズシェイプが発生します。

強さ いずれかの周波数に追加するノイズの最大振幅を指定します。

適応モード 様々な周波数へのノイズの分散方法を変更します。

サンプルレート変換プリセットの使用

複数のファイルに対して同じ変換を実行する必要がある場合は、サンプルレート変換プリセットを使用することによって時間を節約できます。

1. 編集／サンプルタイプを変換を選択します。
2. 必要に応じて設定を調整します。

3. 新規プリセットボタン  をクリックします。
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プリセットを作成すると、ダイアログボックスの上部にあるプリセットリストに表示されます。プリセットを削除するには、リストからプリ

セットを選択して、削除ボタン  をクリックします。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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一般的な操作の自動化 | CS5.5

トップへ戻る

トップへ戻る

注意：

ラウドネス

テンプレート
複数のファイルでのボリュームの一致
ファイルのバッチ処理

テンプレート
「テンプレート」を使用すると、エフェクト、フェード、振幅の調整の組み合わせを保存して、任意のファイルまたは波形エディターで選択した
内容に簡単に適用できます。テンプレートメニューには、すぐに使える便利なデフォルトテンプレートのほかに、ユーザーが作成した追加テンプ
レートが一覧表示されます。
キーボードショートカットにテンプレートを割り当てる方法については、ショートカットのカスタマイズを参照してください。

調整の組み合わせに基づくテンプレートの作成

1. 波形エディターで、テンプレート／テンプレートへの記録を開始を選択します。

2. 保存するエフェクト、フェード、振幅の調整を適用します。

3. テンプレート／テンプレートへの記録を停止を選択して、テンプレートに名前を付けます。
特定のエフェクトに基づくテンプレートの作成

1. 必要に応じて、エフェクトの設定を調整します。

2. エフェクトダイアログボックスの右上にある、テンプレートアイコン  をクリックします。テンプレートに名前を付けます。
テンプレートの削除

1. テンプレート／テンプレートを削除を選択します。

2. テンプレート名を選択して「OK」をクリックします。

複数のファイルでのボリュームの一致
一連のオーディオファイルを CD に収録したり Web などに掲載する場合などに、ボリューム一致パネルを使用して、ボリュームを一致させること
ができます。

ソースファイルを変更することなくマルチトラッククリップを一致させるには、クリップのボリュームを一致を参照してください

1. 波形エディターで、ウィンドウ／ボリュームを一致を選択します。

2. ファイルパネルからボリュームを一致パネルまでファイルをドラッグします。または、パネル内のファイルを追加ボタン  をクリックし
て、システム上のファイルを参照します。

デフォルトでは、パフォーマンスを最適にするために、ボリュームの一致によって一度に処理できるファイルは最大で 3 個となって
います。処理できるファイルの数を増やすには、データ環境設定の「最大同時ファイルプロセス数」の値を変更します。

3. （オプション）各ファイルの知覚ボリュームやピークボリュームなどの振幅統計を表示するには、計算アイコン  をクリックします。
「設定」をクリックして、ターゲットとする値を統計に基づいて指定します。

4. 「ボリュームを一致」をクリックして、必要な振幅の変更を適用します。または、「バッチ処理」をクリックして変更を適用し、同じファイ
ル形式とサンプルタイプで書き出します（ファイルのバッチ処理を参照）。

ボリュームを一致の統計の説明

振幅の平均値を表します。
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知覚ボリューム
合計 RMS

ピーク
% クリップ

一致先

合計 RMS

ファイル

ラウドネス

知覚ラウドネス

ピークボリューム

リミッティングの使用

ルックアヘッドタイム

注意：

リリースタイム

注意：

トップへ戻る

注意：

テンプレートを適用

ファイル名の先頭文字と末尾文字

中域周波数に対する人間の耳の繊細な感覚に合わせて調整された振幅の平均値を表します。
最も一般的な二乗平均平方根に基づいて計算されたファイル全体の振幅を表します。例えば、2 つのファイルの大部分が -50 dBFS の

場合、1 方のファイルにそれよりも大きな音の帯域が含まれていたとしても、合計 RMS には -50 dBFS と表示されます。

RMS の振幅は、ラウドネスの絶対平均値よりも知覚の振幅を適切に表していることが多いです。

振幅の最大値を表します。
ノーマライズの結果、クリッピングされる波形の割合です。リミッティングが適用される場合、クリッピングは実行されません。リ

ミッティングに先だってクリッピングが実行されることを回避するのが理想的です。一致させるいずれかのファイルのクリッピングが 0 ％よりも
大きい場合、「取り消し」をクリックして、少し低い振幅と一致させてください。
ボリュームを一致の設定の調整

ボリュームを一致パネルで、「設定」をクリックして次のオプションを調整します。

振幅を数学的に比較する方法を指定します。

指定した全体の音の大きさを一致させます。

選択したファイルの全体の音の大きさを一致させます。1 つのファイルに対象のボリュームを反映させる場合は、このオプ
ションを選択します。

指定した音の大きさの平均値と一致させます。

耳が最も敏感に感じ取る中域周波数に合わせて、知覚的な音の大きさのレベルを一致させます。ファイル内の周波数
に大きな差（例えば、中域周波数は短い帯域に示されているが、低域は違う場所に示されている場合など）がなければ、このオプ
ションは適切に機能します。

指定した最大振幅を一致させて、ファイルをノーマライズします。このオプションでは、ダイナミックレンジが保
持されるため、さらにファイルに処理を行う場合やクラシック音楽のような高度なダイナミックオーディオの処理に適しています。

ハードリミッティングを適用して、ピークがクリップされるのを回避します（オーディオを増幅すると、サンプルが
クリッピングポイントを超えることがあります）。

最大ピークに達する前にオーディオを減衰する時間（ミリ秒単位）を指定します。

この値が小さすぎると、音が歪むことがあります。値は 5 ミリ秒以上にしてください。

減衰したボリュームが 12 dB 回復するために必要な時間（ミリ秒単位）を指定します（極端に大きなピークが発生し
た場合に通常のボリュームに戻すのに必要な時間です）。

200 ミリ秒に設定すると、低音周波数が適切に保存されます。この設定が大きすぎると、オーディオはしばらく通常のレベルを下
回ったままの場合があります。

ファイルのバッチ処理
ファイルのバッチ処理グループを使用すると、テンプレートの処理の適用、再サンプル、新しい形式での保存を素早く実行できます。mp3 形式で
の書き出しや関連するファイルへの同一エフェクトの適用などの一般的な操作を簡単に自動化できます。

1. 波形エディターで、ウィンドウ／バッチ処理を選択します。

2. バッチ処理パネルで、ファイルを追加ボタン  をクリックして、システム上のファイルを参照します
デフォルトでは、パフォーマンスを最適にするために、バッチ処理は一度に 3 ファイルまでに制限されています。処理できるファイ

ルの数を増やすには、データ環境設定の「最大同時ファイルプロセス数」の値を変更します。

3. 「バッチ処理」をクリックして、次のオプションを設定します。

エフェクト、フェード、振幅の調整の組み合わせを適用します（テンプレートを参照）。

バッチ処理されたファイルの識別に役立ちます。
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場所

ソースファイルの場所と同じ

既存のファイルを上書き

形式

サンプルタイプ

完了時にバッチ処理パネルを消去

マーカーと他のメタデータを含める

処理されたファイルの保存先フォルダーを指定します。

変換したファイルをソースファイルと同じフォルダーに保存します。

同じ名前で既存のファイルを自動的に置き換えます。

ファイル形式を指定します。形式の設定領域に、データの圧縮および保存のモードが示されます。このモードを調整するには、「変
更」をクリックします（オーディオ形式の設定を参照）。

サンプルレートとビットデプスを表します。これらのオプションを調整するには、「変更」をクリックします（ファイルの
サンプルレートの変換を参照）。

ファイルの変換に成功した場合、ソースリストからファイル名を削除します。

処理対象のファイルに、オーディオのマーカーとメタデータパネルの情報を含めます（マーカーの操作
およびXMP メタデータの表示と編集を参照）。
オーディオの選択
Normalize エフェクト（波形エディターのみ）
振幅の分析
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一般的な操作の自動化

トップへ戻る

トップへ戻る

テンプレート
複数のファイルでのボリュームの一致
ファイルのバッチ処理

テンプレート

「テンプレート」を使用すると、エフェクト、フェード、振幅の調整の組み合わせを保存して、任意のファイルまたは波形エディターで選択した
内容に簡単に適用できます。テンプレートメニューには、すぐに使える便利なデフォルトテンプレートのほかに、ユーザーが作成した追加テンプ
レートが一覧表示されます。

キーボードショートカットにテンプレートを割り当てる方法については、ショートカットのカスタマイズを参照してください。

調整の組み合わせに基づくテンプレートの作成

1. 波形エディターで、テンプレート／テンプレートへの記録を開始を選択します。

2. 保存するエフェクト、フェード、振幅の調整を適用します。

3. テンプレート／テンプレートへの記録を停止を選択して、テンプレートに名前を付けます。

特定のエフェクトに基づくテンプレートの作成

1. 必要に応じて、エフェクトの設定を調整します。

2. エフェクトダイアログボックスの右上にある、テンプレートアイコン  をクリックします。テンプレートに名前を付けます。

テンプレートの削除

1. テンプレート／テンプレートを削除を選択します。

2. テンプレート名を選択して「OK」をクリックします。

複数のファイルでのボリュームの一致

一連のオーディオファイルを CD に収録したり Web などに掲載する場合などに、ボリューム一致パネルを使用して、ボリュームを一致させること
ができます。

ソースファイルを変更することなくマルチトラッククリップを一致させるには、マルチトラッククリップのボリュームを一致を参照してくださ
い。
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注意：

ラウドネス

知覚ボリューム

合計 RMS

ピーク

トゥルーピーク

% クリップ

一致先

合計 RMS

ファイル

ラウドネス

1. 波形エディターで、ウィンドウ／ボリュームを一致を選択します。

2. ファイルパネルからボリュームを一致パネルまでファイルをドラッグします。または、パネル内のファイルを追加ボタン  をクリックし
て、システム上のファイルを参照します。

デフォルトでは、パフォーマンスを最適にするために、ボリュームの一致によって一度に処理できるファイルは少なく設定されてい
ます。処理できるファイルの数を増やすには、データ環境設定の「最大同時ファイルプロセス数」の値を変更します。

3. （オプション）各ファイルの知覚ボリュームやピークボリュームなどの振幅統計を表示するには、計算アイコン  をクリックします。
「設定」をクリックして、ターゲットとする値を統計に基づいて指定します。

4. 次のいずれかを実行します。
既存のファイルを処理して後で保存する場合は、パネルの一番下にある「書き出し」の選択を解除します。
新しいファイルを処理するには、「書き出し」を選択します(書き出し設定をカスタマイズするには、ファイルのバッチ処理を参照してく
ださい）。

5. 「実行」をクリックします。

ボリュームを一致の統計の説明

振幅の平均値を表します。 

中域周波数に対する人間の耳の繊細な感覚に合わせて調整された振幅の平均値を表します。

最も一般的な二乗平均平方根に基づいて計算されたファイル全体の振幅を表します。例えば、2 つのファイルの大部分が -50 dBFS の
場合、1 方のファイルにそれよりも大きな音の帯域が含まれていたとしても、合計 RMS には -50 dBFS と表示されます。

RMS の振幅は、ラウドネスの絶対平均値よりも知覚の振幅を適切に表していることが多いです。

振幅の最大値を表します。

ITU-R BS.1770-2 標準に定義された振幅の最大値を表します。

ノーマライズの結果、クリッピングされる波形の割合です。リミッティングが適用される場合、クリッピングは実行されません。リ
ミッティングに先だってクリッピングが実行されることを回避するのが理想的です。一致させるいずれかのファイルのクリッピングが 0 ％よりも
大きい場合、「取り消し」をクリックして、少し低い振幅と一致させてください。

ボリュームを一致の設定の調整

ボリュームを一致パネルで、「設定」をクリックして次のオプションを調整します。

振幅を数学的に比較する方法を指定します。

指定した全体の音の大きさを一致させます。

選択したファイルの全体の音の大きさを一致させます。1 つのファイルに対象のボリュームを反映させる場合は、このオプ
ションを選択します。

指定した音の大きさの平均値と一致させます。
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知覚ラウドネス

ピークボリューム

リミッティングの使用

ルックアヘッドタイム
注意：

リリースタイム

注意：

トップへ戻る

注意：

ファイル名の先頭文字と末尾文字

テンプレート

場所

ソースファイルの場所と同じ

耳が最も敏感に感じ取る中域周波数に合わせて、知覚的な音の大きさのレベルを一致させます。ファイル内の周波数
に大きな差（例えば、中域周波数は短い帯域に示されているが、低域は違う場所に示されている場合など）がなければ、このオプ
ションは適切に機能します。

指定した最大振幅を一致させて、ファイルをノーマライズします。このオプションでは、ダイナミックレンジが保
持されるため、さらにファイルに処理を行う場合やクラシック音楽のような高度なダイナミックオーディオの処理に適しています。

ハードリミッティングを適用して、ピークがクリップされるのを回避します（オーディオを増幅すると、サンプルが
クリッピングポイントを超えることがあります）。

最大ピークに達する前にオーディオを減衰する時間（ミリ秒単位）を指定します。
この値が小さすぎると、音が歪むことがあります。値は 5 ミリ秒以上にしてください。

減衰したボリュームが 12 dB 回復するために必要な時間（ミリ秒単位）を指定します（極端に大きなピークが発生し
た場合に通常のボリュームに戻すのに必要な時間です）。
200 ミリ秒に設定すると、低音周波数が適切に保存されます。この設定が大きすぎると、オーディオはしばらく通常のレベルを下

回ったままの場合があります。

ファイルのバッチ処理

ファイルのバッチ処理グループを使用すると、テンプレートの処理の適用、再サンプル、新しい形式での保存を素早く実行できます。mp3 形式で
の書き出しや関連するファイルへの同一エフェクトの適用などの一般的な操作を簡単に自動化できます。

1. 波形エディターで、ウィンドウ／バッチ処理を選択します。

2. バッチ処理パネルで、ファイルを追加ボタン  をクリックして、システム上のファイルを参照します（開いているすべてのファイルをす
ぐに追加するには、ファイル／すべてのオーディオをバッチ処理として保存を選択します）。

デフォルトでは、パフォーマンスを最適にするために、バッチ処理は一度に 3 ファイルまでに制限されています。処理できるファイ
ルの数を増やすには、データ環境設定の「最大同時ファイルプロセス数」の値を変更します。

3. テンプレートメニューから処理オプションを選択します。さらに、次のいずれかの操作を行います。
既存のファイルを処理するには、パネルの一番下にある「書き出し」の選択を解除し、「実行」をクリックします。
新しいファイルを処理するには、「書き出し」を選択し、「実行」をクリックします（書き出し設定をカスタマイズする場合は、次の手
順を参照してください）。

4. 「書き出し設定」をクリックし、次のオプションを設定します。

バッチ処理されたファイルの識別に役立ちます。

処理対象ファイルの命名規則を指定します（例えば、アーティスト、日付、曲名であれば、%a/%d/%s/）。

処理されたファイルの保存先フォルダーを指定します。

変換したファイルをソースファイルと同じフォルダーに保存します。
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既存のファイルを上書き

形式

サンプルタイプ

新規サンプルタイプ

完了後にパネルからファイルを削除

マーカーと他のメタデータを含める

同じ名前で既存のファイルを自動的に置き換えます。

ファイル形式を指定します。形式の設定領域に、データの圧縮および保存のモードが示されます。このモードを調整するには、「変
更」をクリックします（オーディオ形式の設定を参照してください）。

サンプルレートとビットデプスを表します。これらのオプションをカスタマイズするには、「変更」をクリックします
（ファイルのサンプルレートの変換を参照してください）。

書き出し後のサンプルレートとビットデプスを表します。ソースファイルに異なるサンプルタイプが含まれている場合
は、ポップアップメニューをクリックして各ファイルの変換方法を確認します（このメニューには変換オプションは適用されません。変換オ
プションを調整するには、サンプルタイプの「変更」をクリックします）。

書き出しの完了後にバッチ処理パネルからファイル名を削除します。

処理対象のファイルに、オーディオのマーカーとメタデータパネルの情報を含めます（マーカーの操作
およびXMP メタデータの表示と編集を参照してください）。
オーディオの選択
Normalize エフェクト（波形エディターのみ）
振幅の分析
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フェーズ、周波数および振幅の分析
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フェーズの分析
周波数範囲の分析
振幅の分析
Adobe Audition には、オーディオを分析する手段がいくつか用意されています。任意の 2 つのチャンネル間でフェーズ関係を比較するには、
フェーズメーターパネルを使用します。音調範囲やダイナミックレンジを分析するには、周波数分析パネルと振幅統計パネルを使用します。
また、波形エディターにはスペクトル周波数表示があり、上記の分析方法と組み合わせて使用できます（波形エディターでのオーディオ表示を参
照してください）。

フェーズの分析
フェーズメーターパネルでは、ステレオ波形またはサラウンド波形のフェーズのずれたチャンネルを検出し、エフェクト／位相反転コマンドで処
理できます（波形の位相反転を参照してください）。このパネルでは、モノラルにしたときに同じように聞こえる一致度の高いチャンネルを識別
することもできます（サラウンド波形、ステレオ波形、モノラル波形の変換を参照してください）。
オーディオのフェーズについては、音波の相互作用を参照してください。

1. ウィンドウ／フェーズメーターを選択します。
2. フェーズメーターパネルを右クリックして、チャンネルメニューおよび比較先メニューからチャンネルを選択します。
3. エディターパネルで、必要に応じて範囲を選択し、再生を開始します。
フェーズメーターでは、オーディオは左に行くほど一致度が低く、右に行くほど一致度が高くなります。-1.0 は完全なフェーズキャンセレーショ
ンを示し、1.0 は各チャンネルでオーディオコンテンツが同一であることを示します。
メーターの外観をカスタマイズするには、右クリックして、「カラーグラデーションを表示」または「LED メーターを表示」を選択します。

周波数範囲の分析
周波数分析パネルを使用すると、問題のある周波数バンドを特定し、フィルターエフェクトを使用して修正できます。

1. ウィンドウ／周波数分析を選択します。
2. エディターパネルで、ポイントをクリックするか、範囲を選択するか、再生を開始します。
3. 周波数分析パネルで、周波数を横軸に、振幅を縦軸に表示します。

範囲を選択した場合は、中央のポイントだけが分析されます。範囲全体の周波数を分析するには、「選択範囲をスキャン」をクリックし
ます。

周波数分析オプション
スケール 周波数を対数スケール（人間の聴覚を反映）またはリニアスケール（高周波数の詳細を表示）で表示します。
すべてのグラフデータをコピー 周波数データのテキストレポートをシステムのクリップボードにコピーします。
ホールドボタン 波形の再生中に最大 8 つの周波数のスナップショットを作成できます。周波数のアウトライン（クリックしたボタンと同じカラー
でレンダリングされる）は、グラフ上に固定され、他の周波数のアウトライン上にオーバーレイされます。固定された周波数のアウトラインを消
去するには、対応する「ホールド」ボタンをもう一度クリックします。
表示 グラフ表示を変更します。次のいずれかのスタイルを選択します。

線グラフ  各周波数での振幅を単純な線で表示します。デフォルトでは、L チャンネルは緑、R チャンネルは青です。
面グラフ  振幅の線グラフを表示しますが、線の下の領域を単色で塗りつぶすことで各面の振幅の差を滑らかに表示できます。
棒グラフ  表示を矩形のセグメントに分割することで、分析の解像度の効果を示します。このとき FFT サイズが大きくなるほど、分析の解
像度が高くなるので棒の幅は狭くなります。

最前面チャンネル ステレオファイルまたはサラウンドファイルのどのチャンネルをグラフの最前面に表示するかを決定します。チャンネルを組み
合わせて表示するには、「平均」を選択します。
スキャン／選択範囲をスキャン ファイルまたは選択範囲全体をスキャンして、平均周波数データをグラフに表示します（デフォルトでは、ファイ
ルおよび選択範囲の中央のポイントのデータが表示されます）。

詳細オプション
FFT サイズ 高速フーリエ変換のサイズを指定します。FFT サイズを大きくすると、周波数データがより正確に報告されますが、処理時間も長くな
ります。
ウィンドウ 高速フーリエ変換のシェイプを決定します。関数は、幅の小さいものから大きいものの順番に表示されます。幅の小さい関数は、含ま
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れる周辺周波数は少なくなりますが、中央の周波数の反映精度は下がります。幅の大きい関数は、含まれる周辺周波数は多くなりますが、中央の
周波数の反映精度は上がります。全体的な結果が優れているのは、Hamming オプションと Blackman オプションです。
0 dB リファレンス フルスケールの 0 dBFS オーディオデータを基準として振幅値を指定します。例えば、この値を 0 にすると、0 dBFS オーディ
オが 0 dB に表示されます。この値を 30 にすると、0 dBFS オーディオが -30 dB に表示されます。この値はグラフを上下に移動するだけです。
オーディオデータの振幅を変更するわけではありません。
「0 dB リファレンス」を調整すると、この表示を別のデシベルリファレンス（音圧レベル（SPL）など）にキャリブレーションできます。

[x] Hz の値 グラフ上にマウスを置いたときに、特定の周波数の正確な振幅を表示します。
全体の周波数 選択範囲の開始ポイントに関して、平均周波数を示します。
全体の音名 選択範囲の開始ポイントに関して、キーボードの位置と標準的なチューニング（A440）からのずれを示します。例えば、A2 + 7 セン
トはキーボードの下から 2 番目の A を通常よりも 7 ％高くチューニングした音と等しくなります。

周波数グラフのズーム
周波数分析パネルで、グラフをズームして周波数をより詳細に分析できます。

 次の操作を必要に応じて実行します。
グラフをズームインするには、垂直ルーラーまたは水平ルーラー上で右クリックしたまま虫眼鏡のアイコンをドラッグします

拡大したグラフを操作するには、垂直ルーラーまたは水平ルーラー上でクリックし、手のアイコン  をドラッグします。
拡大したグラフをズームアウトするには、垂直ルーラーまたは水平ルーラーで右クリックし、「ズームアウト」を選択して変更前の拡大率に
戻すか、「全体にズームアウト」を選択して完全にズームアウトします。

周波数分析グラフのズームと操作

振幅の分析
1. 波形エディターで、ウィンドウ／振幅統計を選択します。
2. ファイルまたは選択範囲全体から統計を計算するには、「スキャン」または「選択範囲をスキャン」をクリックします（デフォルトでは、統
計はファイルおよび選択範囲の中央のポイントから計算されます）。
選択範囲はエディターパネルで調整できます。「選択範囲をスキャン」を再度クリックすると、統計が再計算されます。

3. 次のタブで振幅を評価します。
「一般」タブには、ダイナミックレンジ、クリップされた可能性のあるサンプル、および DC オフセットを示す数値の統計が表示されま
す。
「RMS ヒストグラム」タブには、各振幅の相対的な存在率を示すグラフが表示されます。水平ルーラーはデシベル単位の振幅を表し、
垂直ルーラーは RMS 式による存在率を示します。「チャンネルを表示」メニューから表示するチャンネルを選択します。
存在する振幅を識別した後、振幅エフェクトを使用して圧縮、リミッティング、またはノーマライズするには、「ヒストグラム」タブ
を使用します。

一般オプション
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各値の右側にあるアイコンをクリックすると、ファイル内の対応する場所に移動
ピーク振幅 最大振幅のサンプルをデシベル形式で表示します。
最大サンプル値 最大振幅のサンプルを表示します。
最小サンプル値 最小振幅のサンプルを表示します。
クリップされた可能性のあるサンプル 0 dBFS を超えた可能性のあるサンプルの数を表示します。このアイコンの右側にあるアイコン  をクリッ
クすると、オーディオファイル内で最初にクリップされたサンプルに移動します（必要に応じて、このアイコンを再度クリックして、それ以降に
クリップされたサンプルを表示します）。
合計／最大／最小／平均 RMS 振幅 選択範囲の二乗平均平方根の値を表示します。RMS の値は特定の振幅の存在率に基づいており、多くの場合、
絶対振幅や平均振幅以上のラウドネス知覚を反映します。
DC オフセット 録音中に波形に適用される DC オフセットを表示します。正の値は中央の線よりも上に表示され、負の値は中央の線より下に表示
されます（正しい DC オフセットを参照してください）。
ビットデプスの測定値 波形のビットデプスをレポートします（32 は、波形で 32 ビット浮動小数点数範囲全体を使用することを示します）。
ダイナミックレンジ RMS 振幅の最大値と最小値の差を反映します。
使用されるダイナミックレンジ 無音部分など、RMS 振幅が小さい状態が異常に長時間続いた部分をダイナミックレンジから引いた値を示しま
す。
ラウドネス 平均振幅を表示します。
知覚ラウドネス 中域周波数に関する人間の耳の強調を相殺します。
コピー 「一般」タブのすべての統計をシステムのクリップボードにコピーします。

RMS 設定のオプション
RMS 統計の計算方法を調整するには、次のオプションを設定します。
0 dB = FS サイン波 dB レベルを完全なサイン波に一致させます。ピーク振幅は、完全な矩形波より約 3.01 dB 小さくなります。
0 dB = FS 矩形波 dB レベルを完全な矩形波に一致させます。ピーク振幅は、完全なサイン波より約 3.01 dB 大きくなります。
DC を考慮 測定における DC オフセットを無視します。
ウィンドウ幅 各 RMS ウィンドウのミリ秒数を指定します。選択した範囲にはこのような一連のウィンドウが含まれており、Adobe Audition では
これらを平均して「最小 RMS」および「最大 RMS」の値を計算します。最も正確な RMS 値を求めるには、ダイナミックレンジの広いオーディ
オでは広いウィンドウを、ダイナミックレンジの狭いオーディオでは狭いウィンドウを使用します。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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エフェクトの適用
このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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エフェクトコントロール
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注意：

エフェクトラックの概要
エフェクトプリセットの使用
グラフによるエフェクト設定のコントロール
グラフのスプラインカーブについて

エフェクトラックの概要
エフェクトラックでは、最大 16 個のエフェクトの挿入、編集および順序変更、ミックスレベルの最適化、プリセットの保存を行えます。ほとんど
のラックコントロールは、波形エディターとマルチトラックエディターの両方に表示されます。

 
波形エディターとマルチラックエディターに共通のコントロール 
A. ラックプリセットコントロール B. エフェクトスロット C. レベルコントロール D. メインパワーボタン 

波形エディター特有のコントロール
波形エディターのエフェクトラックには、選択範囲またはファイル全体を変更できるプロセスメニューと、エフェクトを適用する「適用」ボタン
があります。

 
波形エディター特有のコントロール 
A. エフェクトを適用する「適用」ボタン B. 選択範囲またはファイル全体を変更できるプロセスメニュー 

マルチトラックエディター特有のコントロール
エフェクトラックには、トラックをプリレンダリングボタンおよび FX プリ／ポストフェーダーボタンがあり、エフェクトの最適化およびルーティ
ングが可能です。エフェクトラックはクリップおよびトラックごとに固有で、セッションの一部として保存されます。

すべてのソーストラックからエフェクトを処理するとパフォーマンスが低下するので、バスおよびマスタートラックにはプリレンダリング
オプションがありません。

 
マルチトラックエディター特有のコントロール 
A. FX プリ／ポストフェーダー B. プリレンダリング 

ラックでの入力、出力、ミックスレベルの設定
ボリュームを最適化するには、メーターのピークがクリッピングしないように、入力レベルと出力レベルを調整します。
処理されたオーディオの比率を変更するには、ミックススライダをドラッグします。100 ％（ウェット）は完全にエフェクト処理されたオー
ディオ、0 ％（ドライ）はエフェクト処理されていないオリジナルのオーディオになります。

ラックでのエフェクトの挿入、バイパス、順序変更または削除
エフェクトラックでは、個々のエフェクトスロットを使用して複数のエフェクトを管理します。
マルチトラックエディターでは、エディターパネルまたはミキサーの FX セクションからエフェクトラックのスロットを簡単に使用できます。

 
ラックでのエフェクトの順序変更と挿入：
A. ドラッグでの順序変更 B. スロットメニューによる挿入 

エフェクトを挿入するには、スロットのポップアップメニューからエフェクトを選択します。次に、必要に応じて、エフェクトの設定を調整
します。
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エフェクトの設定に後から再アクセスするには、ラックでエフェクト名をダブルクリックします。

エフェクトをバイパスするには、個々のエフェクトのパワーボタン  をクリックします。

すべてのエフェクトをバイパスするには、ラックの左下隅にあるメインのパワーボタンをクリックするか、エディターパネルまたはミキサー
の FX パワーボタンをクリックします。

選択したエフェクトのグループをバイパスするには、パネルメニュー  から「選択したエフェクトのパワー状態を切り替え」を選択しま
す。
エフェクトをバイパスすると、処理済みのオーディオと未処理のオーディオをすばやく比較できます。

1 つのエフェクトを削除するには、スロットのポップアップメニューから「エフェクトを削除」を選択します。または、スロットを選択して
Delete キーを押します。

すべてのエフェクトを削除するには、パネルメニュー  から「すべてのエフェクトを削除」を選択します。

エフェクトの順序を変更するには、エフェクトを別のスロットにドラッグします。
エフェクトの順序を変更して、別の質感を作成することができます（例えば、Phaser を Reverb の前に置くことも、逆も可能です）。

エフェクトプリセットの使用
多くのエフェクトには、テンプレート設定を保存し、呼び出せるプリセットがあります。エフェクト固有のプリセットに加えて、エフェクトラッ
クにも、複数のエフェクトや設定を保存できるプリセットがあります。

プリセットを適用するには、プリセットメニューからプリセットを選択します

1. 現在の設定をプリセットとして保存するには、新規プリセットボタン  をクリックします。

プリセットを削除するには、対象のプリセットを選択して、削除ボタン  をクリックします。
既存のプリセットを変更するには、プリセットを適用し、必要に応じて設定を調整してから、同じ名前で新しい設定を保存します。

グラフによるエフェクト設定のコントロール
Adobe Audition のエフェクトの多くには、パラメータを調整できるグラフが用意されています。グラフ上のコントロールポイントを追加および移
動することで、エフェクト設定を正確に調整できます。
グラフのコントロールポイントは、関連する数値設定と連動します。数値設定を変更するか無効にすると、関連するグラフコントロールもそれに
従います。

 
コントロールポイントを移動すると、関連する設定も変更される（逆も同様）

グラフ上のポイントを移動するには、ポイントを新しい位置までドラッグします。
次の方法は、DeHummer、Mastering、Full Reverb、Parametric Equalizer、およびトラックイコライザのグラフには使用できませ

ん。

コントロールポイントをグラフに追加するには、グリッド内のポイントを配置する場所をクリックします。

コントロールポイントの数値を入力するには、ポイントを右クリックして「ポイントを編集」を選択します。

グラフからポイントを削除するには、ポイントをグラフの外までドラッグします。

グラフをデフォルトの状態に戻すには、リセットボタン  をクリックします。

グラフのスプラインカーブについて
デフォルトでは、コントロールポイント間に直線が表示されます。しかし、一部のグラフには、トランジションをスムーズにするために、コント
ロールポイント間に曲線を生成するための「スプラインカーブ」オプションがあります。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

スプラインカーブを使用すると、曲線は各コントロールポイントを直接通りませんが、曲線の形状は各ポイントによって制御されます。カーブを
コントロールポイントに接近させるには、その近くをクリックしてコントロールポイントのクラスターを作成します。

 
直線を使用するグラフとスプラインカーブを使用するグラフ

波形エディターでの複数エフェクトの適用
テンプレート
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波形エディターでのエフェクトの適用

 

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

波形エディターでの複数エフェクトの適用

波形エディターでの個別エフェクトの適用

プロセスエフェクトについて

エフェクトをプレビューしながら、エディターパネルで選択範囲や時間インジケーターを調整できます（ノーマライズおよびストレッチのエ

フェクトは例外）。

波形エディターでの複数エフェクトの適用

波形エディターで、エフェクトラックを使用して複数のエフェクトを適用できます（エフェクトラックには Noise Reduction などのプロセスエ
フェクトはありません。これらのプロセスエフェクトは個別に適用する必要があります）。

1. ウィンドウ／エフェクトラックを選択します。
2. 番号付きのリストで、最大 16 スロットのエフェクトを選択します（ラックでのエフェクトの挿入、バイパス、順序変更または削除を参照し
てください）。

3. 再生を開始して変更をプレビューし、必要に応じてエフェクトを編集、ミックス、順序変更します。
処理済みのオーディオとオリジナルのオーディオを比較するには、ラックの左下隅にあるメインのパワーボタン、または個々のエフェク

トのパワーボタンを選択します。

4. オーディオデータに変更を適用するには、「適用」をクリックします。
設定内容を保存するには、ラックのプリセットを保存します（エフェクトプリセットの使用を参照してください）。

波形エディターでの個別エフェクトの適用

1. エフェクトメニューの任意のサブメニューから、エフェクトを選択します。

2. プレビューボタン  をクリックし、必要に応じて設定を編集します。
設定を編集する際には、レベルパネルを確認して振幅を最適化します。

3. オリジナルのオーディオを処理済みのオーディオと比較するには、パワーボタン  を選択および選択解除します。
4. オーディオデータに変更を適用するには、「適用」をクリックします。

プロセスエフェクトについて

プロセスエフェクトは、メニューコマンドに「プロセス」と示されています。これらの大量の処理を必要とするエフェクトは、波形エディターで

オフラインでのみ使用できます。リアルタイムエフェクトとは異なり、プロセスエフェクトは個別にしか適用できないため、エフェクトラックで

はアクセスできません。

関連項目

エフェクトラックの概要

エフェクトプリセットの使用

グラフによるエフェクト設定のコントロール

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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マルチトラックエディターでのエフェクトの適用

トップへ戻る

トップへ戻る

クリップまたはトラックへのエフェクトの適用
トラックエフェクトのプリレンダリングによるパフォーマンスの向上
SEND および EQ の前後に対するエフェクトの挿入

クリップまたはトラックへのエフェクトの適用

マルチトラックエディターでは、それぞれのクリップ、トラックおよびバスに最大 16 のエフェクトを適用し、ミックスを再生しながら調整するこ
とができます（個々に処理したいクリップがトラック内に複数含まれている場合は、クリップエフェクトを適用します）。
エフェクトは、エディター、ミキサーまたはエフェクトラックパネルで挿入、順序変更、または削除できます。ただし、プリセットとして設定を
保存し、複数のトラックに適用することはエフェクトラックでのみ可能です。
マルチトラックエディターでは、エフェクトは「ノンディストラクティブ」なので、いつでも変更できます。例えばセッションを様々なプロジェ
クトに調整し直す場合は、セッションを再び開いてエフェクトを変更するだけで、新しい質感を得ることができます。

エディターパネルでのエフェクトスロット表示

1. 次の操作を必要に応じて実行します。

クリップを選択して、エフェクトラックの一番上にある「クリップエフェクト」をクリックします。

トラックを選択して、エフェクトラックの一番上にある「トラックエフェクト」をクリックします。

エディターまたはミキサーの FX セクションを表示します（エディターパネルで、左上隅にあるボタン  をクリックします）。

2. リスト内で最大 16 個のスロットのエフェクトを選択します（ラックでのエフェクトの挿入、バイパス、順序変更または削除を参照）。

3. スペースバーを押すとセッションが再生されます。必要に応じてエフェクトを編集、順序変更、または削除します。

時間経過に従ってエフェクト設定を変更するには、エンベロープを使用します（エンベロープでのミックスのオートメーション化を参照）。

トラックエフェクトのプリレンダリングによるパフォーマンスの向上

マルチトラックエディターでは、トラックエフェクトをプリレンダリングすると、CPU 使用率が高い問題に対応でき、複雑なミックスやレイテン
シの低い録音のパフォーマンスが向上します（レイテンシは、ユーザー入力とコンピューターからのサウンド出力間のディレイを測定します。レ
イテンシが大きい場合、録音中に耳に聞こえるエコーが発生し、演奏者のタイミングを乱すことがあります）。
トラック設定の編集は通常どおりに続行できます。再生または編集で一時停止が発生すると、プリレンダリングによってオーディオが処理されま
す。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

トップへ戻る

エディターパネル、エフェクトラックまたはミキサーでは、トラックをプリレンダリングボタン  をクリックします。

SEND および EQ の前後に対するエフェクトの挿入

各トラックで、プリフェーダーやポストフェーダーへエフェクトを挿入できます。プリフェーダーに設定されたエフェクトは、オーディオ
を、SEND や EQ の前に処理します。ポストフェーダーに設定されたエフェクトは、オーディオを、SEND や EQ の後で処理します。大部分の
ミックスでは、デフォルトのプリフェーダー設定が適切です。ポストフェーダー設定を使用すると、非常に複雑なミックスで信号ルーティングを
柔軟に行えます。

エディターパネルまたはミキサーの FX セクションで、プリ／ポストフェーダーボタンをクリックして、SEND や EQ の前  または後 
にエフェクトを挿入します。

エフェクトラックでエフェクトを編集する場合は、左下隅のプリ / ポストフェーダーボタンをクリックします。

各トラックへのプリフェーダーとポストフェーダーのエフェクトと SEND のルーティング:

A. 入力 B. EQ C. ボリューム D. ミュート E. SEND F. エフェクトラック 
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サードパーティ製プラグインの追加

 

サードパーティ製のプラグインを使用すると、Adobe Audition で使用できるエフェクトをさらに拡張できます。Adobe Audition では、Windows お
よび Macintosh の両プラットフォーム上で VST プラグインがサポートされ、Macintosh プラットフォーム上で Audio Units プラグインがサポート
されます。

プラグインエフェクトの適用は、内蔵エフェクトの適用と同じです。プラグインの機能について詳しくは、プラグインの製造元が提供するマニュ

アルを参照してください。

VST および Audio Units プラグインの有効化
サードパーティ製のプラグインを使用するには、はじめにプラグインを有効化する必要があります。デフォルトで、すべてのサードパーティ製プ

ラグインは無効化されています。パフォーマンスを最適化するには、Adobe Audition で使用する予定があるプラグインのみを有効にしてくださ
い。

注意： エフェクトがマルチトラックセッションで使用中の場合は、セッションを閉じます。

1. エフェクト／オーディオプラグインマネージャーを選択します。

2. 「VST プラグインフォルダー」セクションで、「追加」をクリックして VST プラグインのスキャン対象のカスタムフォルダーを指定しま
す。「デフォルト」をクリックすると、使用しているオペレーティングシステムの標準の VST フォルダーが指定されます。

3. 「使用できるプラグイン」セクションで、「プラグインをスキャン」をクリックします。

プラグインを最近更新した場合は、「既存のプラグインを再スキャン」を選択します。

4. Adobe Audition で使用する必要があるプラグインを選択して「OK」をクリックします。

注意： サードパーティ製のエフェクトに互換性がない場合、エフェクトメニューの Unsupported サブメニューに自動的に追加されます。

関連項目

マルチトラックエディターでのエフェクトの適用

トラック設定のオートメーション化

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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エフェクトリファレンス
このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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振幅と圧縮エフェクト

トップへ戻る

ゲインスライダー

スライダーをリンク

トップへ戻る

チャンネルタブ

入力チャンネルスライダー

位相反転

トップへ戻る

振幅エフェクト
チャンネルミキサーエフェクト
歯擦音除去エフェクト
ダイナミックス操作エフェクト
フェードエンベロープエフェクト
ゲインエンベロープエフェクト
ハードリミッターエフェクト
マルチバンドコンプレッサエフェクト
ノーマライズエフェクト（波形エディターのみ）
シングルバンドコンプレッサエフェクト
スピーチボリュームレベラーエフェクト
チューブモデルコンプレッサエフェクト
ボリュームエンベロープエフェクト

振幅エフェクト

振幅と圧縮／振幅エフェクトは、オーディオ信号をブーストまたは減衰します。このエフェクトはリアルタイムで動作するので、エフェクトラッ
クの他のエフェクトと組み合わせることができます。

個々のオーディオチャンネルをブーストまたは減衰します。

複数のチャンネルスライダーをまとめて移動します。

チャンネルミキサーエフェクト

振幅と圧縮／チャンネルミキサーエフェクトは、ステレオまたはサラウンドチャンネルのバランスを変更することで、サウンドの視覚上の位置の
変更、一致しないレベルの修正、フェージングの問題への対応などを可能にします。

出力先チャンネルを選択します。

出力先チャンネルにミキシングする現在のチャンネルの割合を設定します。例えば、ステレオファイルの場合、L と R
の値をそれぞれ 50 に設定すると、現在の L チャンネルと R チャンネルから出力先チャンネルに出力されるオーディオが等しくなります。

チャンネルのフェーズを反転します（この重要なオーディオの概念については、音波の相互作用を参照してください）。すべてのチャン
ネルを位相反転すると、サウンドに聴覚上の違いは感じられません。ただし、1 つのチャンネルのみを位相反転すると、サウンドが大きく変化しま
す。

歯擦音除去エフェクト

振幅と圧縮／歯擦音除去エフェクトは、歯擦音、つまり高周波数で歪む可能性のあるスピーチや歌の中の S 音を削除します。
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モード

しきい値

センター周波数

バンド幅

歯擦音のみを出力

ゲインリダクション

トップへ戻る

グラフ

ポイントを追加

ポイントを削除

位相反転 

処理対象の周波数がグラフに表示されます。プレビューボタン  をクリックすると、処理対象の範囲にオーディオコンテンツがどのくらい存在
するかがわかります。

「広帯域」を選択するとすべての周波数が一様に圧縮され、「マルチバンド」を選択すると歯擦音の範囲のみが圧縮されます。「マルチバ
ンド」はほとんどのオーディオコンテンツに最適ですが、処理時間が少し長くなります。

ここで設定した振幅を超えると圧縮が発生します。

歯擦音が最も強くなる周波数を指定します。確認するには、オーディオを再生中にこの設定を調整します。

コンプレッサーをトリガーする周波数範囲を決定します。
ヒント：センター周波数とバンド幅を視覚的に調整するには、グラフ内で選択範囲の端をドラッグします。

検出された歯擦音を聞くことができます。再生を開始して、上記の設定を微調整します。

処理対象の周波数の圧縮レベルを表示します。

ダイナミックス操作エフェクト

振幅と圧縮／ダイナミックス操作エフェクトは、コンプレッサ、リミッタ、またはエクスパンダとして使用できます。コンプレッサやリミッタと
しては、このエフェクトはダイナミックレンジを減少させ、ボリュームレベルを一定にします。エクスパンダとしては、低レベルの信号のレベル
を低下させてダイナミックレンジを増大させます（エクスパンダ設定を極端に効かせると、特定の振幅しきい値に達しないノイズを完全に除去す
るノイズゲートを作成できます）。

ダイナミックス操作エフェクトでは、繰り返し聴いて初めてわかる小さな変化を作り出すことができます。波形エディターでこのエフェクトを適
用するときには、オリジナルファイルのコピーを使用し、必要に応じて適用前の状態に戻すことができるようにします。

最近のラジオ放送のように高音圧のサウンドをシミュレートするには、ブロードキャストリミッタープリセットを使用します。

「ダイナミック」タブ

水平ルーラー（x 軸）は入力レベルを表し、垂直定規（y 軸）は新しい出力レベルを表します。デフォルトのグラフでは、左下から右上に
向かう直線が表示され、各入力レベルが出力レベルと正確に一致しているので、信号が変更されていないことを示します。グラフを調整すると、
入力レベルと出力レベルの関係が変更され、ダイナミックレンジが変更されます。
例えば、-20 dB 近辺の音の要素が必要な場合、レベルが -20 dB 近辺の入力だけをすべて増幅し、それ以外は変更しないままにすることができま
す。また、反転した線（左上から右下）を描画して、静かなサウンドを大幅にブーストし、大きなサウンドを大幅に抑制することができます。

入力レベルと出力レベルを数値で指定して、コントロールポイントをグラフに追加します。この方法は、グラフをクリックしてポイントを追加す
るよりも正確です。
ヒント：数値を使用して既存のコントロールポイントを調整するには、コントロールポイントを右クリックして「ポイントを編集」を選択しま
す。

選択したポイントをグラフから削除します。
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リセット

スプラインカーブ

メイクアップゲイン

一般

ルックアヘッドタイム

ノイズゲート

レベルディテクタ

入力ゲイン

アタックタイム

リリースタイム

ピークモード

RMS モード

ゲインプロセッサー

出力ゲイン

アタックタイム

リリースタイム

グラフを反転することで、圧縮から拡張または拡張から圧縮に切り替えます。
注意：グラフを反転できるのは、2 つのデフォルトのコーナー（-100, -100 と 0, 0）にポイントがあり、出力レベルが左から右に向かって増加する
場合だけです。つまり、各コントロールポイントは左側にあるコントロールポイントよりも高くなっている必要があります。

グラフをフラットな状態にリセットします。

コントロールポイント間を、急な直線状ではなく滑らかなカーブ状に遷移します（グラフのスプラインカーブについてを参照し
てください）。

処理対象の信号をブーストします。

「設定」タブ

全体の設定を行います。

コンプレッサーのアタックタイム設定値を超えて極度に大きい信号が開始される場合に、一時的なスパイクに対処
します。ルックアヘッドタイムを長くすると、オーディオが大きくなる前に圧縮が実行されるので、振幅が一定のレベルを超えることはあ
りません。反対に、ドラムの打撃音などのインパクトを強調するときは、ルックアヘッドタイムを短くします。

拡張率が 50 : 1 未満の信号を完全に無音化します。

オリジナルの入力振幅を指定します。

レベルディテクターへの入力前の信号にゲインを適用します。

入力信号による振幅レベルの変更が登録されるまでにかかる時間をミリ秒単位で指定します。例えば、オーディオが突然
30 dB 下がる場合、指定したアタックタイムが経過した後に、入力による振幅の変更が登録されます。こうすることで、一時的な変更によ
る振幅の読み込みエラーが回避されます。

別の振幅の変更を登録できるようになるまでにかかる、現在の振幅レベルが維持される時間をミリ秒単位で指定します。
ヒント：一時的な音を含むオーディオにはアタックタイムとリリースタイムを短く設定し、インパクトの少ない音を含むオーディオには長
く設定してください。

振幅のピークに基づいてレベルを指定します。このモードは、ダイナミックスグラフにピークが明確に反映されないの
で、RMS に比べて使いやすくありません。ただし、このモードは、オーディオに含まれる一時的に大きなピークを抑制したい場合に役立
ちます。

二乗平均平方根の計算式に基づいてレベルを指定します。より人間の耳の感覚に近付けるための平均化方式です。このモード
は、ダイナミックスグラフに振幅を正確に反映します。例えば、-10 dB のリミッター（平坦な並行線）では、出力の RMS 振幅は平均 -10
dB になります。

検出された振幅に応じて信号を増幅または減衰します。

すべてのダイナミックス操作の終了後に、出力信号にゲインを適用します。

出力信号が指定されたレベルに到達するまでにかかる時間をミリ秒単位で指定します。例えば、オーディオが突然 30 dB
下がる場合、指定したアタックタイムが経過した後に、出力レベルが変更されます。

現在の出力レベルが維持される時間をミリ秒単位で指定します。
注意：アタックタイムとリリースタイムの合計が短すぎると（約 30 ミリ秒以下）、耳で聞き取れるノイズが発生する可能性があります。
オーディオコンテンツのタイプに応じて適切なアタックタイムとリリースタイムを設定するには、プリセットメニューの様々なオプション

88

http://helpx.adobe.com/jp/audition/using/effects-controls.html#about_spline_curves_for_graphs


チャンネルをリンク

バンドリミット

ローカットオフ

ハイカットオフ

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

最大振幅

入力ブースト

ルックアヘッドタイム

リリースタイム

を選択してください。

すべてのチャンネルを均等に処理して、ステレオまたはサラウンドのバランスが保持されるようにします。例えば、L
チャンネルのドラムのレベルが小さい場合、R チャンネルのレベルも同じ量だけ低減されます。

指定した周波数範囲にダイナミックス操作を限定できます。

ダイナミックス操作が影響する周波数の下限を指定します。

ダイナミックス操作が影響する周波数の上限を指定します。

フェードエンベロープエフェクト

「フェードエンベロープ」（エフェクト／振幅と圧縮）を選択すると、振幅が減少し、減少量は時間とともに変化します。
波形エディターパネルで、黄色のエンベロープ線をクリックしてキーフレームを追加し、キーフレームを上下にドラッグして振幅を変更します。
複数のキーフレームをすばやく選択、位置変更または削除するには、キーフレームを使用したオートメーションの調整を参照してください。

「スプラインカーブ」オプションを選択すると、キーフレーム間のトランジションを直線ではなく、よりスムーズな曲線にすることができま
す。次を参照してください。 グラフのスプラインカーブについて

ゲインエンベロープエフェクト

「ゲインエンベロープ」（エフェクト／振幅と圧縮）を選択すると、振幅が時間と共にブーストまたは減少します。
波形エディターパネルで、黄色のエンベロープ線をクリックしてキーフレームを追加し、キーフレームを上下にドラッグして振幅を変更します。
複数のキーフレームをすばやく選択、位置変更または削除するには、キーフレームを使用したオートメーションの調整を参照してください。

「スプラインカーブ」オプションを選択すると、キーフレーム間のトランジションを直線ではなく、よりスムーズな曲線にすることができま
す。次を参照してください。 グラフのスプラインカーブについて

ハードリミットエフェクト

振幅と圧縮／ハードリミットエフェクトを使用すると、指定したしきい値を超えているオーディオを大幅に減衰できます。通常、この制限は、
ディストーションを回避しながら全体のボリュームを増加させる入力ブーストに適用されます。

サンプルの許容最大振幅を設定します。
ヒント：16 ビットオーディオの処理中にクリッピングを防止するには、この値を -0.3 dB 以下に設定します。この値をさらに小さい -3 dB に設定
すると、後でさらに編集するための多少の余裕を確保できます。

オーディオを制限する前にあらかじめ増幅し、クリッピングを発生させずに選択範囲の音を大きくすることができます。このレベル
を上げると圧縮も増加します。最近のポップミュージックのような、大音量でインパクトの強いオーディオにするには、極端な設定を試してみて
ください。

オーディオが最大ピークに達する前に減衰するために必要な時間（ミリ秒単位）を設定します。
注意：値は 5 ミリ秒以上にしてください。この値が小さすぎる場合、可聴域の歪みが発生することがあります。

減衰された音が 12 dB リバウンドするためのに必要な時間（ミリ秒単位）を設定します。これは、非常に大きなピークが検出され
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チャンネルをリンク

トップへ戻る

クロスオーバー

ソロボタン

バイパスボタン

しきい値スライダー

入力レベルメーター

ゲインリダクションメーター

ゲイン

比率

た場合、オーディオが通常のボリュームに戻るまでに必要な時間に相当します。一般的に、100（デフォルト）程度の設定が最適で、非常に低い低
域が保持されます。
注意：この値が大きすぎると、オーディオが減衰されたままになり、しばらく通常のレベルに戻らない場合があります。

すべてのチャンネルのラウドネスをリンクし、ステレオまたはサラウンドのバランスを保持します。

マルチバンドコンプレッサエフェクト

振幅と圧縮／マルチバンドコンプレッサエフェクトを使用すると、4 つの異なる周波数バンドを個別に圧縮できます。各周波数バンドには通常、ユ
ニークなダイナミックコンテンツが含まれているため、マルチバンド圧縮はオーディオのマスタリングに最適なツールです。
マルチバンドコンプレッサのコントロールを使用して、クロスオーバー周波数を正確に定義し、バンド固有の圧縮設定を適用できます。ソロボタ
ンをクリックしてバンドを分離してプレビューします。またはバイパスボタンをクリックして、バンドを処理しないで通過するようにバンドをバ
イパスします。個々のバンドを微調整した後、「バンドコントロールリンク」を選択してバンドを一括調整し、出力ゲインスライダーとリミッタ
設定を使用して全体的なボリュームを最適化します。

時間経過に従って圧縮設定を変更するには、マルチトラックエディターでオートメーションレーンを使用します（トラック設定のオートメー
ション化を参照してください）。

マルチバンドコンプレッサを使用したクロスオーバー周波数の調整

A. 周波数バンド B. クロスオーバーマーカー C. バイパスされたバンド（処理なし） D. 振幅スケール E. 周波数スケール 

各バンドの幅を決めるクロスオーバー周波数を設定します。特定の「低」、「中」および「高」周波数を入力するか、グラフの上
のクロスオーバーマーカーをドラッグします。

マルチバンドコンプレッサのバンド固有のコントロール

A. ソロ B. バイパス C. しきい値スライダー  D. 入力レベルメーター E. ゲインリダクションメーター 

特定の周波数バンドを聞きます。一度に 1 つのソロボタンを有効にしてバンドを分離して聞くか、複数のボタンを有効にして 2 つ以上
のバンドを一緒に聞きます。

バンドを処理しないで通過するように個々のバンドをバイパスします。
ヒント：Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらソロまたはバイパスボタンをクリックすると、独自の設定を 1 つのバ
ンドにすばやく適用できます。

圧縮が開始される入力レベルを設定します。設定可能な値の範囲は -60 ～ 0 dB です。最適な設定はオーディオのコンテンツ
と音楽のスタイルによって異なります。極端なピークのみを圧縮し、ダイナミックレンジを比較的広く保つには、しきい値をピーク入力レベルの
5 dB 下方に設定してみてください。オーディオを高度に圧縮してダイナミックレンジを大幅に減少させるには、ピーク入力レベルの 15 dB 下方に
設定してみてください。

入力振幅を測定します。ピークインジケータおよびクリッピングインジケータをリセットするには、このメーターをダブルク
リックします。

上部（最小の減少）から下部（最大の減少）に伸びる赤色のメーターで振幅の減少を測定します。

圧縮後に、振幅をブーストまたはカットします。設定可能な値の範囲は -18 ～ +18 dB です。0 はユニティゲインです。

圧縮比を 1:1 ～ 30:1 の間で設定します。例えば、3.0 に設定すると、圧縮しきい値より 3 dB 増加するごとに 1 dB を出力します。通常の設
定値は 2.0 ～ 5.0 です。設定値が大きくなると、音は高圧縮され、ポップミュージックではよく使われています。
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アタック

リリース

出力ゲイン

リミッタ

入力スペクトル

低歪高精度リミッタ

バンドコントロールリンク

トップへ戻る

注意：

ノーマライズ比率

すべてのチャンネルを均等にノーマライズ

DC バイアス調整

オーディオがしきい値を超えたときに圧縮を適用するまでの時間を指定します。設定可能な値の範囲は 0 ～ 500 ミリ秒です。デフォル
トは 10 ミリ秒で、広範囲にわたるオーディオに適しています。この設定を短くすると、打楽器のような音がすばやく瞬間的なオーディオには適し
ていますが、そのような音が少ないオーディオの場合は不自然に聞こえます。

オーディオがしきい値を下回ったときに圧縮を停止するまでの時間を指定します。設定可能な値の範囲は 0 ～ 5000 ミリ秒です。デフォ
ルトは 100 ミリ秒で、広範囲にわたるオーディオに適しています。打楽器のような音がすばやく瞬間的なオーディオには設定を短くし、そのよう
な音が少ないオーディオには設定を長くしてください。

圧縮後に、全体的な出力レベルをブーストまたはカットします。設定可能な値の範囲は -18 ～ +18 dB です。0 はユニティゲインで
す。ピークインジケータおよびクリッピングインジケータをリセットするには、このメーターをダブルクリックします。

信号パスの最後に、出力ゲインの後にリミッティングを適用して全体のレベルを最適化します。しきい値、アタック、およびリリース設
定には、類似のバンド固有の設定よりも穏当な値を指定します。続いてマージン設定を、0 dBFS に相対的な上限値として指定します。
ヒント：極度に圧縮されたオーディオを作成するには、リミッタを有効にして、非常に高い出力ゲイン設定を試してください。

出力信号でなく入力信号の周波数スペクトルをマルチバンドグラフに表示します。各バンドに適用されている圧縮量をすばやく見
るには、このオプションのオンとオフを切り替えます。

現在のマージン設定で、ハードリミッティングをすぐに適用します（低速のソフトリミッティングを適用するには、このオプ
ションの選択を解除します。サウンドの圧縮率は低くなりますが、マージン設定を超える可能性があります）。
注意：低歪高精度リミッタの最大アタックタイムは 5 ms です。

バンド間の相対的な差異を保持しながら、すべてのバンドに対して圧縮設定を一括で調整します。
ヒント：バンドコントロールを一時的にリンクするには、Alt + Shift キー（Windows）または Option + Shift キー（Mac OS）を押します。全バン
ドのコントロールをリセットするには、Ctrl + Alt + Shift キー（Windows）または Command + Option + Shift キー（Mac OS）を押しながらコン
トロールをクリックします。

ノーマライズエフェクト（波形エディターのみ）
このエフェクトにはオフライン処理が必要です。このエフェクトが開いている間は、波形の編集、選択範囲の調整、時間インジケーターの

移動はできません。

振幅と圧縮／ノーマライズエフェクトを使用すると、ファイルまたは選択範囲のピークレベルを設定できます。オーディオを 100 ％にノーマライ
ズすると、デジタルオーディオで許容される最大振幅である 0 dBFS を実現できます。オーディオをマスタリングエンジニアに送る場合は、オー
ディオを -3 ～ -6 dBFS の間でノーマライズし、処理の余地を残しておきます。
ノーマライズエフェクトは、ファイル全体または選択範囲を均等に増幅します。例えば、オリジナルオーディオに含まれるピークの最大値が 80
％、最小値が 20 ％である場合、100 ％にノーマライズすると、ピークの最大値が 100 ％に、最小値が 40 ％に増幅されます。

RMS ノーマライゼーションを適用するには、エフェクト／ボリュームを一致を選択します。必要に応じて、このコマンドを 1 つのファイルに
のみ適用できます（複数のファイルでのボリュームの一致を参照してください）。

増幅可能な最大値に対する最大ピークのパーセンテージを設定します。
ヒント：ノーマライズ値をデシベルで入力する場合は、パーセンテージではなく dB を選択します。

増幅量を計算するときに、ステレオまたはサラウンド波形のすべてのチャンネルを使用します。このオ
プションが選択されていない場合、増幅量は各チャンネルについて独立して計算され、一方が他方よりも非常に大きく増幅される可能性がありま
す。

波形表示での波形の位置を調整できます。一部のハードウェアでは DC バイアスが発生し、録音された波形が波形表示の通常の
中央線よりも上または下に表示される場合があります。波形を中央に配置するには、このパーセンテージを 0 に設定します。選択した波形全体を
中央線の上または下に移動するには、正または負のパーセンテージを指定します。
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トップへ戻る

しきい値

比率

アタック

リリース

出力ゲイン

トップへ戻る

対象のボリュームレベル

平均化の量

低信号をブースト

シングルバンドコンプレッサエフェクト

振幅と圧縮／シングルバンドコンプレッサエフェクトは、ダイナミックレンジを減少させ、ボリュームレベルを一定にして、知覚音量を増加しま
す。シングルバンド圧縮は、サウンドトラックやバックグラウンドオーディオに対してボイスを際立たせることができるので、ボイスオーバーで
特に効果的です。

モダンポップミュージックの録音は、高度に圧縮されたオーディオの典型的な例です。一方、多くのジャズの録音では圧縮率は低く設定されて
おり、一般的なクラシック音楽の録音では全く圧縮されていません。

圧縮が開始される入力レベルを設定します。最適な設定はオーディオのコンテンツとスタイルによって異なります。極端なピークのみを
圧縮し、ダイナミックレンジを比較的広く保つには、しきい値をピーク入力レベルの 5 dB 下方に設定してみてください。オーディオを高度に圧縮
してダイナミックレンジを大幅に減少させるには、ピーク入力レベルの 15 dB 下方に設定してみてください。

圧縮比を 1:1 ～ 30:1 の間で設定します。例えば、3 に設定すると、しきい値より 3 dB 増加するごとに 1 dB を出力します。通常の設定値は
2 ～ 5 です。設定値が大きくなると、音は高圧縮され、ポップミュージックではよく使用されています。

オーディオがしきい値設定を超えたときに圧縮を開始するまでの時間を指定します。デフォルトは 10 ミリ秒で、多様な素材に適してい
ます。打楽器のようなすばやく瞬間的な音を持つオーディオの場合にのみ、この設定を短くしてください。

オーディオがしきい値設定を下回ったときに圧縮を停止するまでの時間を指定します。デフォルトは 100 ミリ秒で、広範囲にわたるオー
ディオに適しています。打楽器のような音がすばやく瞬間的なオーディオには設定を短くし、そのような音が少ないオーディオには設定を長くし
てください。

圧縮後に、振幅をブーストまたはカットします。設定可能な値の範囲は -30 db ～ +30 dB です。0 はユニティゲインです。

スピーチボリュームレベラーエフェクト

振幅と圧縮／スピーチボリュームレベラーは、ダイアログを最適化することによって、レベルを均等化し、バックグラウンドノイズを削除する圧
縮エフェクトです。
最善の結果を得るには、次の手順を実行します。

1. 最低レベルのオーディオを選択します。左側の「対象のボリュームレベル」と「平均化の量」を設定します。再生を開始し、「平均化の量」
を徐々に増やして、バックグラウンドノイズを増やさずにスピーチがよく聞こえるようにします。

2. 最高レベルのオーディオを選択して、再生を開始します。上記で調整済みの静かな部分のラウドネスとボリュームが一致するように、「対象
のボリュームレベル」を調整します。

3. 必要に応じて、サウンドを圧縮しすぎないように「平均化の量」を再調整します。

各オプションの詳細は次のとおりです。

必要な出力レベルを 0 dBFS を基準として設定します（dBFS での振幅の測定を参照してください）。

小さい値を設定すると、ノイズフロアをブーストせずにスピーチを少しだけ増幅します。大きい値を設定すると、信号がノイズフロア
に近付くにつれて信号全体をさらに増幅します。

短くボリュームの小さい部分を、増幅が必要なスピーチと解釈します。ほとんどのオーディオコンテンツの場合、このオプショ
ンの選択を解除すると、サウンドが滑らかになります。
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詳細設定

コンプレッサ

ノイズゲート

トップへ戻る

しきい値スライダー

入力レベルメーター

ゲインリダクションメーター

ゲイン

比率

アタック

リリース

トップへ戻る

エディターパネルのエンベロープの黄色い線

三角形をクリックすると、次のオプションが表示されます。

処理対象の信号が 0 dBFS を基準としたしきい値を下回った場合に強いレベルを維持します。

指定したオフセットの分だけ信号が低下したときに、出力レベルを大幅に下げることによってバックグラウンドノイズを除
去します。

チューブモデルコンプレッサエフェクト

振幅と圧縮／チューブモデルコンプレッサエフェクトを使用すると、ビンテージハードウェアのコンプレッサが持つ暖かみをシミュレートできま
す。このエフェクトは、オーディオに快い味わいを出す微妙な歪みを加えます。

圧縮が開始される入力レベルを設定します。設定可能な値の範囲は -60 ～ 0 dB です。最適な設定はオーディオのコンテンツ
と音楽のスタイルによって異なります。極端なピークのみを圧縮し、ダイナミックレンジを比較的広く保つには、しきい値をピーク入力レベルの
5 dB 下方に設定してみてください。オーディオを高度に圧縮してダイナミックレンジを大幅に減少させるには、ピーク入力レベルの 15 dB 下方に
設定してみてください。

スライダーの左にあるメーターは、入力の振幅を示します。ピークインジケータおよびクリッピングインジケータをリセット
するには、このメーターをダブルクリックします。

スライダーの右にあるメーターは、上部（最小の縮小）から下部（最大の縮小）に向かって伸びる赤色のメーターで
振幅の縮小を示します。

圧縮後に、振幅をブーストまたはカットします。設定可能な値の範囲は -18 ～ +18 dB です。0 はユニティゲインです。

圧縮比を 1:1 ～ 30:1 の間で設定します。例えば、3.0 に設定すると、圧縮しきい値より 3 dB 増加するごとに 1 dB を出力します。通常の設
定値は 2.0 ～ 5.0 です。設定値が大きくなると、音は高圧縮され、ポップミュージックではよく使われています。

オーディオがしきい値を超えたときに圧縮を適用するまでの時間を指定します。設定可能な値の範囲は 0 ～ 500 ミリ秒です。デフォル
トは 10 ミリ秒で、広範囲にわたるオーディオに適しています。この設定を短くすると、打楽器のような音がすばやく瞬間的なオーディオには適し
ていますが、そのような音が少ないオーディオの場合は不自然に聞こえます。

オーディオがしきい値を下回ったときに圧縮を停止するまでの時間を指定します。設定可能な値の範囲は 0 ～ 5000 ミリ秒です。デフォ
ルトは 100 ミリ秒で、広範囲にわたるオーディオに適しています。打楽器のような音がすばやく瞬間的なオーディオには設定を短くし、そのよう
な音が少ないオーディオには設定を長くしてください。

ボリュームエンベロープエフェクト

振幅と圧縮／ボリュームエンベロープエフェクトを使用すると、ブーストやフェードを使用して、時間経過に伴いボリュームを変更することがで
きます。波形エディターパネルで、黄色い線をドラッグするだけで操作できます。パネルの上端は 100 ％（通常）の増幅を表し、下端は 100 ％の
減衰（無音）を表します。

マルチトラックエディターでは Volume Envelope エフェクトを使用できませんが、オートメーションレーンを使用して同様のエフェクトを実
行できます（トラック設定のオートメーション化を参照してください）。

エディターパネルでアンカーポイントをドラッグする

増幅率を調整する場合はドラッグし、キーフレームを追加してブーストやフェードを追加する場合は
クリックします。複数のキーフレームをすばやく選択、位置変更、または削除するには、キーフレームを使用したオートメーションの調整を参照
してください。
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スプラインカーブ キーフレーム間を、直線状ではなく滑らかなカーブ状に遷移しますグラフのスプラインカーブについてを参照してください。

以下も参照してください。
エフェクトプリセットの使用
ペースト時のオーディオデータのミキシング
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ディレイとエコーエフェクト

トップへ戻る

モード

ドライ

ウェット

ディレイ

フィードバック

トラッシュ

スプレッド

トップへ戻る

ディレイタイム（ミリ秒）

アナログディレイエフェクト
ディレイエフェクト
エコーエフェクト

ディレイとは、オリジナルの信号の多数のコピーがミリ秒単位で次々に再発生することです。エコーとは、オリジナルサウンドのコピーに非常に
長時間のディレイをかけ、個々のコピーを聞き分けられるほどにしたものです。ディレイおよびエコーはいずれも、リバーブやコーラスではミッ
クスの音が濁ってしまうようなトラックに残響効果を加える場合に適した方法です。

ハードウェアディレイのなじみ深いオプションにアクセスするには、Adobe Audition のエコーエフェクトを使用します。

アナログディレイエフェクト

ディレイとエコー／アナログディレイエフェクトを使用すると、ビンテージハードウェアのディレイユニットで生成される暖かいサウンドをシ
ミュレートできます。固有のオプションは、特徴的な歪みの適用とステレオスプレッドの調整をします。別個の音と認識されるエコーを作成する
には 35 ミリ秒以上のディレイタイムを指定し、より微妙な効果を得るには短いディレイタイムを指定します。

ハードウェアエミュレーションのタイプを指定し、イコライゼーションおよび歪み特性を決定します。「テープ」と「チューブ」はビン
テージディレイ装置の音響特性を反映し、「アナログ」は電子ディレイ装置の音響特性を反映します。

オリジナルの未処理オーディオのレベルを指定します。

ディレイのかかった処理済みのオーディオのレベルを指定します。

ディレイの長さをミリ秒単位で指定します。

ディレイラインにディレイオーディオを再度送ることにより、エコーを連続して作成します。例えば、20 ％の設定では、ディレ
イオーディオがオリジナルの 5 分の 1 のボリュームで送られ、エコーは徐々に小さくなります。200 ％の設定では、ディレイオーディオがオリジ
ナルの 2 倍のボリュームで送られ、エコーは急激に強くなります。
注意：極端に大きなフィードバック設定を試す場合は、システムのボリュームを下げてください。

歪みを大きくして低周波数を増幅し、暖かみを加えます。

ディレイ信号のステレオ幅を指定します。

ディレイエフェクト

ディレイとエコー／ディレイエフェクトは、単一のエコーやその他様々なエフェクトの作成に使用できます。35 ミリ秒以上の長いディレイは別個
の音と認識されるのでエコーとなり、15 ～ 34 ミリ秒のディレイは単純なコーラスまたはフランジエフェクトとなります（ただし、ディレイ設定
は時間経過に従って変化することがないので、Adobe Audition に用意されているコーラスエフェクトやフランジャーエフェクトほど効果的ではあ
りません）。
ディレイを 1 ～ 14 ミリ秒に下げると、モノラルサウンドを空間に定位させ、L/R の実際のボリュームレベルがまったく同じであっても左側または
右側から聞こえるように感じさせることができます。

L チャンネルと R チャンネルそれぞれのディレイを -500 ～ +500 ミリ秒で調整します。負値を入力すると、チャンネ
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ミックス

位相反転

トップへ戻る

注意：

ディレイタイム（ミリ秒）

フィードバック

エコーレベル

L/R をロック

エコーバウンス

連続エコーイコライザ

ディレイタイムの単位

ルを時間的に遅延するのではなく早めることになります。例えば、L チャンネルに -200 ミリ秒を入力すると、対象波形のディレイ部分は、オリジ
ナル部分よりも先に聞こえます。

処理済みのウェット信号の、オリジナルに対する最終出力にミックスされるドライ信号に対する比率を指定します。50 に設定すると、
均等にミックスされます。

ディレイ信号のフェーズを反転し、コムフィルターのようなフェーズキャンセレーションエフェクトを作成します。（フェーズキャンセ
レーションについては、音波の相互作用を参照してください）。

エコーエフェクト

ディレイとエコー／エコーエフェクトを使用すると、減衰するエコーを連続してサウンドに追加できます（単一のエコーのみを加える場合はディ
レイエフェクトが適しています）。大峡谷のこだまのようなサウンド（ヤッホー ... ッホー ... ホー ... ー ...）や、配水管を叩くような金属的なサウ
ンドなど、ディレイ量を変化させることで様々なエフェクトを作成できます。ディレイにイコライザを適用することで、ルームのサウンド特性
を、反射率の高い壁面の特性（エコーのサウンドが明るくなる）から、ほぼ全面的に音を吸収する壁面の特性（エコーのサウンドが暗くなる）ま
で変化させることができます。

エコーが終われるだけの長さをオーディオファイルが持っていることを確認してください。エコーが完全に減衰する前に急に途切れる場合
は、まずエフェクトを取り消し、生成／無音を選択して数秒間の無音部分を追加してから、エコーエフェクトを再適用します。

エコー間の間隔をミリ秒、拍、またはサンプルで指定します。例えば、100 ミリ秒に設定すると、10 分の 1 秒ずつ間
隔をおいてエコーが発生します。

エコーの減衰率を指定します。後続のエコーの余韻は、直前のエコーよりも一定比率分少なくなります。「ディケイ」を 0 ％に設
定すると、エコーはまったく作成されません。100 ％に設定すると、決して小さい音にならずに続くエコーが作成されます。

最終出力を生成する際のミックスにオリジナル（ドライ）信号とエコー（ウェット）信号を含める比率を設定します。
ヒント：「ディレイ時間」、「フィードバック」、および「エコーレベル」の各コントロールで L と R に異なる値を設定すると、印象的なステレ
オエコーエフェクトが得られます。

ディケイ、ディレイ、初期エコーのボリュームにスライダーをリンクして、各チャンネルに対して同じ設定を保持します。

L チャンネルと R チャンネルとの間でエコーがバウンスするようにします。1 回だけバウンスするエコーを作成する場合は、一方
のチャンネルの「初期エコーのボリューム」を 100 ％に設定し、他方のチャンネルを 0 ％に設定します。それ以外の場合は、一方のチャンネルの
設定値が他方にバウンスして互いに影響し、チャンネルごとに 2 セットのエコーが作成されます。

8 バンドのイコライザを使用して後続の各エコーを渡し、室内の自然な音の吸収をシミュレーションできます。値を 0 に設
定すると、周波数バンドは変更されません。最大値は -15 で、周波数が 15 dB 減少します。後続の各エコー間でも -15 dB の差が生じることにな
るので、一部の周波数が他の周波数よりもかなり速く消滅する場合があります。

ディレイ時間の設定をミリ秒、拍、またはサンプルで指定します。

以下も参照してください。
マルチトラックエディターでのエフェクトの適用
エフェクトプリセットの使用
マルチトラックエディターでのエフェクトの適用
エフェクトプリセットの使用
マルチトラックエディターでのエフェクトの適用
エフェクトプリセットの使用
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診断エフェクト（波形エディターのみ）

トップへ戻る

トップへ戻る

オーディオの診断と修復、削除、マーク付け
DeClicker のオプション
DeClipper のオプション
「無音を削除」オプションと「オーディオをマーク」オプション
診断エフェクトは、エフェクトメニューまたは診断パネル（ウィンドウ／診断）から直接使用できます。これらのツールを使用すると、オーディ
オのクリック音、ディストーション、無音をすばやく削除できるだけでなく、無音が発生するところにマーカーを追加することができます。
オーディオリストアコントロールを最大限に実行するには、診断と一緒にスペクトル表示ツールと Noise Reduction エフェクトを使用します。
オーディオをリストアする方法を参照してください。

以下の参照をお勧めします。 チュートリアルを共有する場合はこちらにアクセスしてください。

DSLR カメラでクリップさ
れたオーディオのリストア
Jason Levine
失われたダイナミックレンジを
DeClipper エフェクトで回復しま
す。

オーディオの診断と修復、削除、マーク付け
従来のノイズリダクションエフェクトでは選択したオーディオがすべて処理されますが、診断では問題のある領域や無音領域がスキャンされ、処
理対象を選択することができます。

1. 診断パネルで、効果メニューからオプションを選択します。
2. 「スキャン」をクリックします。
3. パネルの下部で、次のいずれかの操作を実行します。

リスト内で検出された項目を 1 つ以上選択し、「修復」、「削除」または「マークを付ける」をクリックします（使用可能なオプション
は、選択している診断エフェクトによって異なります）。
検出されたクリックノイズやクリッピングにマークを付けるには、リスト内で選択されている項目を右クリックし、ポップアップメ
ニューから「マーカーを作成」を選択します（マーカーの操作を参照してください）。

「すべてを修復」、「すべて削除」または「すべてマーク」をクリックして、検出されたすべての項目を処理します。

エディターパネルで、拡大鏡アイコン  をクリックして選択した問題にズームインします。このアイコンを再度クリックするとズーム
アウトします。
「修復済みを消去」、「削除済みを消去」または「マーク済みを消去」をクリックして、処理済みの項目をリストから削除します。

DeClicker のオプション
診断／DeClicker エフェクトでは、ワイヤレスマイク、ビニール盤レコード、その他のソースからクリックノイズやポップノイズを検出して削除し
ます。
DeClicker オプションは、Automatic Click Remover のオプションに匹敵し、エフェクトラックの他のエフェクトと組み合わせてマルチトラックエ
ディターで適用することができます（Automatic Click Remover エフェクト[Automatic Click Remover えふぇくと]を参照してください）。このエ
フェクトでは、複数のスキャンパスや修復パスも自動的に適用されます。DeClicker で同レベルのクリックノイズリダクションを達成するには、複
数回手動で適用する必要があります。ただし、DeClicker では、検出されたクリックノイズを評価して、処理対象を選択することができます。
診断パネルで、「設定」をクリックすると次のオプションにアクセスできます。
しきい値 ノイズの感度を指定します。この設定を低くすると、検出されるクリックノイズとポップノイズは多くなりますが、保持したいオーディ
オも検出される場合があります。設定の範囲は 1 ～ 100 で、デフォルト値は 30 です。
複雑度 ノイズの複雑度を指定します。この設定を高くすると、より多くの処理が適用されますが、オーディオの品質が低下する場合があります。
設定の範囲は 1 ～ 100 で、デフォルト値は 16 です。
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トップへ戻る

トップへ戻る

クリックノイズを目で見て識別するには、ズームインして、スペクトル周波数表示を 256 バンドの解像度で使用します（この設定には、環境設
定ダイアログボックスの「スペクトル表示」セクションでアクセスできます）。ほとんどのクリックノイズは、表示の上部から下部に伸びる明
るい垂直線として表示されます。

DeClipper のオプション
診断／DeClipper エフェクトは、新しいオーディオデータを使用してクリッピングされた部分を補正することによって、クリッピングされた波形を
修復できます。クリッピングは、現在のビットデプスに関してオーディオ振幅が最大レベルを超えたときに発生します。一般的に、クリッピング
は録音レベルが高すぎることが原因です。レベルメーターによって録音または再生時にクリッピングを監視できます。クリッピングが発生する
と、メーターの右端にあるボックスが赤に変わります。
視覚的には、クリッピングされたオーディオでは、波形の上部に広い範囲にわたって平坦な領域が表示されます。音響的には、クリッピングされ
たオーディオは、静的歪みに似ています。
注意： クリッピングされたオーディオの DC オフセットを調整する必要がある場合は、最初に DeClipper エフェクトを使用します。最初に DC
オフセットを調整すると、DeClipper で、0 dBFS を下回るクリッピング領域が識別されません。
診断パネルで、「設定」をクリックすると次のオプションにアクセスできます。
ゲイン 処理前の減衰量を指定します。「自動」をクリックすると、ゲイン設定のベースは平均入力振幅となります。
許容量 クリッピングされた領域の振幅の変化量を指定します。値を 0 ％に指定すると、最大振幅の完全に水平なラインでのみクリッピングを検出
します。1 ％に指定すると最大振幅より 1 ％下で始まるクリッピングを検出し、以下同様となります（値を 1 ％にすると、ほとんどのクリッピン
グが検出されます）。
最小クリッピングサイズ 修復の対象となるクリッピングされたサンプルの最短連続数の長さを指定します。小さい値を指定するとクリッピングさ
れたサンプルが修復される割合が高くなり、大きい値を指定すると、クリッピングされたサンプルが修復されるのは他のクリッピングされたサン
プルが前後にある場合のみになります。
補間 「Cubic」オプションでは、スプラインカーブを使用して、クリッピングされたオーディオの周波数コンテンツを再作成します。この方法
は、ほとんどの場合は処理が速いものの、不要な周波数が新たに生成される可能性があります。「FFT」オプションでは、高速フーリエ変換を使用
して、クリッピングされたオーディオを再作成します。この方法は、通常は処理が遅くなりますが、クリッピングが激しい場合に最適です。FFT
サイズメニューから、評価および置換する周波数バンドの数を選択します（バンド数を多くすると、精度は上がりますが、処理時間は長くなりま
す）。
クリッピングされたオーディオを復元するときに振幅を保持するには、ゲイン設定ゼロで DeClipper エフェクトを適用し、次に、ブースト値ゼ
ロ、制限値 -0.2 dB で Hard Limiting エフェクトを適用します。

「無音を削除」オプションと「オーディオをマーク」オプション
診断／無音を削除エフェクトと診断／オーディオをマークエフェクトでは、オーディオの無音部分を識別して削除またはマークを付けます（マー
カーの操作を参照してください）。無音を自動的に削除すると、前景のオーディオに影響を与えずにトラックを引き締めることができます。無音
に自動的にマークを付けると、オーディオキューに簡単に移動して編集できます。
診断パネルで、「設定」をクリックすると次のオプションにアクセスできます。
無音を定義 無音として識別される音量とデュレーションを指定します。
オーディオを定義 オーディオコンテンツとして識別される音量とデュレーションを指定します。
レベルを検索 ファイル内のコンテンツに基づいて、無音およびオーディオの信号レベルを自動的に計算します。
修正方法（「無音を削除」のみ） 「無音の短縮」を選択すると、無音部分が指定したミリ秒に短縮されます。「無音を削除」を選択すると、無音
部分がミュートされますが、ファイルの長さは保持されます（無音を削除すると、ビデオ編集アプリケーションでオーディオクリップとのビデオ
同期を維持する際に役立ちます）。
無音部分で区切られているサウンドまたはスピーチの各セクションを別々のファイルに分割するには、「オーディオをマーク」エフェクトを適
用して、「すべてマーク」をクリックし、次に、マーカー間にあるオーディオの新しいファイルへの保存を参照してください。

関連項目
エフェクトプリセットの使用

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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フィルターとイコライザエフェクト

トップへ戻る

スケール

スプラインカーブ

リセット

詳細オプション

FFT サイズ

ウィンドウ

トップへ戻る

FFT Filter エフェクト
グラフィックイコライザエフェクト
ノッチフィルターエフェクト
パラメトリックイコライザエフェクト
サイエンティフィックフィルターエフェクト

FFT Filter エフェクト

フィルターとイコライザ／FFT Filter エフェクトのグラフの性質によって、特定の周波数を除外またはブーストするカーブやノッチを容易に描画で
きます。「FFT」は、周波数と振幅をすばやく分析するアルゴリズムである Fast Fourier Transform（高速フーリエ変換）を表します。

このエフェクトによって、ハイパスフィルターやローパスフィルター（それぞれ高周波数または低周波数を保持する）などの広帯域のバンドパス
フィルター、狭い帯域のバンドパスフィルター（電話での通話のサウンドをシミュレートする）、またはノッチフィルター（非常に狭い周波数バ
ンドを除去する）を生成できます。

水平ルーラーの x 軸での周波数の調整方法を指定します。
低周波数を細かく制御するには、「対数」を選択します。対数スケールを設定すると、耳に聞こえる音により近くなります。
高周波数を細かく制御し、周波数を均等な間隔に分けて操作するには、「リニア」を選択します。

コントロールポイント間を、急な直線状ではなく滑らかなカーブ状に遷移します（グラフのスプラインカーブについてを参照し
てください）。

グラフをデフォルトの状態に戻してフィルター設定を解除します。

三角形をクリックすると、次の設定が可能になります。

高速フーリエ変換サイズを指定して、周波数と時間の精度のバランスを決定します。急勾配の精密な周波数フィルターには、
大きい値を選択します。打楽器のようなオーディオで瞬間的なノイズを減らすには、小さい値を選択します。ほとんどの場合、1024 ～
8192 の値が適しています。

高速フーリエ変換の形状を決定します。オプションごとに、周波数応答カーブが異なります。
関数は、幅の小さいものから大きいものの順番に表示されます。幅の小さい関数は、周辺（サイドローブ）周波数が少なく、センター周波
数はあまり正確に反映されません。幅の大きい関数は、含まれる周辺周波数は多くなりますが、中央の周波数の反映精度は上がります。全
体的な結果が優れているのは、Hamming オプションと Blackman オプションです。

グラフィックイコライザエフェクト
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ゲインスライダー

範囲

精度

マスターゲイン

注意：

トップへ戻る

周波数

ゲイン

ノッチ幅

ノイズレス

減衰の固定値

トップへ戻る

フィルターとイコライザ／グラフィックイコライザエフェクトを使用すると、特定の周波数バンドをブーストまたはカットでき、結果の EQ カー
ブを視覚的に示すことができます。パラメトリックイコライザとは異なり、グラフィックイコライザでは迅速で容易なイコライゼーションのため
にプリセット周波数バンドを使用します。
各周波数バンド間を、次の間隔で設定することができます。

1 オクターブ（バンド数 10）
1/2 オクターブ（バンド数 20）
1/3 オクターブ（バンド数 30）

グラフィックイコライザエフェクトでバンド数を少なく設定すると、調整時間が短くなります。バンド数を多く設定すると、精度が増します。

選択したバンドのブーストや減衰（デシベル単位）を設定します。

スライダーコントロールの範囲を定義します。1.5 ～ 120 dB の任意の値を入力します（標準的なハードウェアイコライザの範囲は約 12 ～
30 dB です）。

イコライゼーションの精度レベルを設定します。精度レベルが高くなると、低い周波数範囲での周波数応答が向上しますが、処理時間は長く
なります。高い周波数だけをイコライゼーションする場合は、精度レベルを低くすることもできます。
非常に低い周波数をイコライゼーションする場合は、「精度」を 500 ～ 5000 ポイントに設定します。

EQ 設定を調整した後、全体的なボリュームレベルを補正します。デフォルト値の 0 dB はマスターゲインが補正されていない状
態を表します。

グラフィックイコライザは FIR（有限インパルス応答）フィルターです。FIR フィルターは、パラメトリックイコライザのような IIR（無
限インパルス応答）フィルターと比べて、フェーズ精度の維持率は高いものの、周波数精度がわずかに低くなります。

ノッチフィルターエフェクト  

フィルターとイコライザ／ノッチフィルターエフェクトは、最大 6 つのユーザー定義の周波数バンドを削除します。60 Hz のハムノイズなど、非
常に狭い周波数バンドを削除し、周囲のすべての周波数をそのまま残すには、このエフェクトを使用します。

甲高いサウンドを削除するには、「歯擦音抑制」プリセットを使用します。または、「DTMF」を使用して、アナログ電話システムの標準トー
ンを削除します。

各ノッチのセンター周波数を指定します。

各ノッチの振幅を指定します。

すべてのノッチの周波数範囲を指定します。一部の隣接周波数を削除する 2 次フィルターの「狭い」から、非常に限定的な 6 次フィル
ターの「非常に狭い」まで、3 つのオプションがあります。
通常、「狭い」設定では 30 dB の減衰を、「非常に狭い」設定では 60 dB の減衰を、「極めて狭い」設定では 90 dB の減衰を使用します。減
衰が大きいと、幅広い隣接周波数が削除される可能性があります。

ノイズや人工音をほぼ完全に除去します。ただし多くの処理能力を必要とします。このオプションの違いを耳で判別するには、高性能
のヘッドフォンとモニタリングシステムが必要です。

ノッチの減衰レベルが均等であるか、または個々に異なるかを指定します。 

パラメトリックイコライザエフェクト
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マスターゲイン

グラフ

周波数

ゲイン

Q / 幅

バンド

コンスタント Q、コンスタント幅

ノイズレス

範囲

トップへ戻る

フィルターとイコライザ／パラメトリックイコライザエフェクトを使用すると、音調を最大限に制御できます。周波数の数と Q バンド幅が固定さ
れているグラフィックイコライザとは異なり、パラメトリックイコライザでは周波数、Q、およびゲインを自由に設定できます。例えば、1000 Hz
を中心とする小さな周波数の範囲を削減し、80 Hz を中心とする広い低周波数のシェルビングをブーストし、60 Hz のノッチフィルターを挿入す
ることを同時に行うことができます。

パラメトリックイコライザでは、非常に高速で正確な分解能を提供する 2 次 IIR（無限インパルス応答）フィルターを使用します。例えば、40 ～
45 Hz の範囲を正確にブーストすることができます。ただし、グラフィックイコライザのような FIR（有限インパルス応答）フィルターを使用す
ると、フェーズ精度が少し向上します。

EQ 設定を調整した後、全体的なボリュームレベルを補正します。

周波数を水平ルーラー（x 軸）に、振幅を垂直ルーラー（y 軸）にして、周波数を表示します。グラフ内の周波数は最低周波数から最高周
波数へと対数形式（オクターブごとに均等な間隔）で表示されます。

パラメトリックイコライザのバンドパスフィルターとシェルビングフィルターの区別：

A. ハイおよびローパスフィルター B. ハイおよびローシェルビングフィルター 

バンド 1 ～ 5 のセンター周波数と、バンドパスフィルターおよびシェルビングフィルターのコーナー周波数を設定します。
ローシェルビングフィルターは、ローエンドのうなり音、ハムノイズ、またはその他の不要な低周波数のサウンドを低減するために使用しま
す。ハイシェルビングフィルターは、ヒスノイズやアンプのノイズなどを低減するために使用します。

周波数バンドのブーストまたは減衰、およびバンドパスフィルターのオクターブごとのスロープを設定します。

影響を受ける周波数バンドの幅を制御します。Q の値が小さい場合、より大きい範囲の周波数に影響します。Q の値が非常に大きい（100
に近い）場合、非常に狭いバンドに影響するので、60 Hz のハムノイズなど、特定の周波数を削除するノッチフィルターに最適です。
非常に狭いバンドをブーストすると、その周波数でオーディオが共鳴または共振する場合があります。一般的なイコライゼーションでは、Q の
値として 1 ～ 10 が使用されます。

最大 5 つの中間バンド、ハイパスフィルター、ローパスフィルター、シェルビングフィルターを設定し、イコライゼーションカーブを非常
に細かく制御できるようにします。この設定を有効にするには、バンドボタンをクリックします。
ローシェルビングフィルターとハイシェルビングフィルターのスロープボタン（ 、 ）を使用すると、ローシェルビングとハイシェルビング
をオクターブあたり 12 dB を単位として調整できます（デフォルトでは、オクターブあたり 6 dB を単位として調整されます）。
有効なバンドをグラフを使用して視覚的に調整するには、関連するコントロールポイントをドラッグします。

周波数バンドの幅を、Q 値（センター周波数に対する幅の比率）または Hz 単位の幅の絶対値として示します。
「コンスタント Q」が最も一般的な設定です。

ノイズや人工音をほぼ完全に除去します。ただし多くの処理能力を必要とします。このオプションの違いを耳で判別するには、高性能
のヘッドフォンとモニタリングシステムが必要です。

より精細に調整するにはグラフを 30 dB 範囲に調整します。より極端な調整を行うには 96 dB 範囲に設定します。
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タイプ

Bessel

Butterworth

Chebychev

Elliptical

モード

ローパス

ハイパス

バンドパス

バンドストップ

マスターゲイン

カットオフ

ハイカットオフ

次数

トランジションバンド幅

高域幅

サイエンティフィックフィルターエフェクト  

オーディオの高度な操作には、サイエンティフィックフィルターエフェクト（エフェクト／フィルターとイコライザ）を使用します。また、波形
エディターの単一のアセット、またはマルチトラックエディターのトラックやクリップに対して、エフェクトラックからエフェクトにアクセスす
ることもできます。

サイエンティフィックフィルターのタイプを指定します。次のオプションを使用できます。

共鳴やオーバーシュートがない正確なフェーズ応答を提供します。ただし、パスバンドがそのエッジで傾斜するため、ストップバ
ンドの除去はすべてのフィルタータイプの中で最低になります。このような性質から、「Bessel」はパーカッションやパルスのような信号
に最適です。その他のフィルタリング処理では、「Butterworth」を使用します。

フェーズシフト、共鳴、およびオーバーシュートを最小限に抑えて、フラットなパスバンドを提供します。このフィルタータ
イプによるストップバンドの除去は、「Bessel」よりも優れており、「Chebychev 1」および「Chebychev 2」よりも少し劣る程度です。
このような全体的な品質により、「Butterworth」はほとんどのフィルタリング処理に最適です。

ストップバンドの除去は最も優れていますが、パスバンドのフェーズ応答、共鳴、およびオーバーシュートは最低になりま
す。このフィルタータイプは、正確なパスバンドの維持よりも、ストップバンドの除去が重要である場合にのみ使用します。

カットオフが鋭く、トランジション幅が狭くなります。また、Butterworth や Chebychev フィルターとは異なり、出力周波数を
ノッチすることもできます。ただし、ストップバンドとパスバンドの両方でリップルが発生する可能性があります。

フィルターのモードを指定します。次のオプションを使用できます。

低周波数をパスし、高周波数をブロックします。周波数がブロックされるカットオフポイントを指定する必要があります。

高周波数をパスし、低周波数をブロックします。周波数がブロックされるカットオフポイントを指定する必要があります。

バンド、つまり周波数の範囲を保持し、他のすべての周波数をブロックします。2 つのカットオフポイントを指定して、バン
ドのエッジを定義する必要があります。

指定された範囲内のすべての周波数をブロックします。「バンドストップ」はノッチフィルターと呼ばれることもあり、
「バンドパス」の反対です。2 つのカットオフポイントを指定して、バンドのエッジを定義する必要があります。

フィルター設定を調整した後、全体的なボリュームレベルを補正します。

パスする周波数とブロックする周波数の間の境界となる周波数を定義します。このポイントで、フィルターはパスから減衰へ、または
その逆に切り替わります。範囲を必要とするフィルター（「バンドパス」と「バンドストップ」）の場合は、「カットオフ」で低い方の周波数の
境界を定義し、「ハイカットオフ」で高い方の周波数の境界を定義します。

範囲を必要とするフィルター（「バンドパス」と「バンドストップ」）の高い方の周波数の境界を定義します。

フィルターの精度を指定します。次数が高いほど、フィルターの精度も高くなります（カットオフポイントでのスロープの勾配が大きくなる
など）。ただし、次数が非常に高くなると、フェーズの歪みのレベルも高くなります。

（Butterworth および Chebychev のみ）トランジションバンドの幅を設定します（値が小さいほど、スロープの勾配が大
きくなります）。トランジションバンド幅を指定すると、「次数」の設定が自動的に入力されます。逆の場合も同じです。範囲を必要とするフィ
ルター（「バンドパス」と「バンドストップ」）の場合は、このオプションは低い方の周波数のトランジションとして使用され、「高域幅」で高
い方の周波数のトランジションを定義します。

（Butterworth および Chebychev のみ）範囲を必要とするフィルター（「バンドパス」と「バンドストップ」）の場合は、このオプション
は高い方の周波数のトランジションとして使用され、「トランジションバンド幅」で低い方の周波数のトランジションを定義します。

102



  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

停止減衰

許容可能なリップル / 実際のリップル

（Butterworth および Chebychev のみ）周波数を削除する場合にゲインを低減する量を指定します。

（Chebychev のみ）リップルの最大許容量を指定します。リップルとは、カットオフポイント付近の周波数
が意図せずにブーストおよびカットされるエフェクトです。
プロセスエフェクトについて
波形エディターでの個別エフェクトの適用
波形エディターでのエフェクトの適用
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変調エフェクト

トップへ戻る

特性

ボイス

ディレイタイム（ミリ秒）

ディレイレート

フィードバック

スプレッド

変調深度

変調レート

最高品質（ただし低速）

コーラスエフェクト

コーラス／フランジャーエフェクト

フランジャーエフェクト

フェーザーエフェクト

Chorus エフェクト[Chorus えふぇくと]

変調／Chorus エフェクトは、軽いフィードバックを含む複数のショートディレイを追加することにより、複数の音声や楽器が同時に演奏されてい
る様子をシミュレートします。魅力的で豊かなサウンドが得られます。Chorus は、ボーカルトラックを強調したり、モノラルオーディオにステレ
オの広がりを与えたりする場合に使用できます。

Adobe Audition では、直接シミュレーション方式を使用してコーラスエフェクトを得ています。各ボイスのタイミング、イントネーション、ビブ
ラートをわずかに変化させて、オリジナルとは別のものにします。「フィードバック」設定では、さらに詳細なエフェクトを追加できます。

モノラルファイルで最適な結果を得るには、ステレオに変換してから Chorus エフェクトを適用します。

コーラス内の各ボイスで使用される特性を表します。

シミュレートするボイスの数を指定します。

注意：指定するボイスの数を追加すると、サウンドの厚みは深くなりますが、処理時間も長くなります。

許可する最大ディレイを指定します。コーラスのエフェクトを作成する場合、時間経過と共に変化する短い

ディレイ（通常は 15 ～ 35 ミリ秒の範囲）を設定することができます。この設定値が非常に短いと、すべてのボイスがオリジナルと一体
化してしまい、結果的に不自然なフランジエフェクトとなる可能性があります。設定値が大きすぎると、音が小刻みに震えて聞こえる結果

になる可能性があります。

ゼロから最大ディレイ設定までの、ディレイのサイクルのレートを決定します。ディレイは時間経過と共に変化するの

で、サンプルのピッチも時間経過と共に増減し、個々のボイスが分離してわずかな調子のずれが生じます。例えば、レートを 2 Hz に設定
すると、ディレイは 1 秒に 2 回変化して、その都度 0 ディレイから最大ディレイまでの範囲で値が変化します（1 秒あたり 2 回のピッチ
ビブラートをシミュレート）。設定値が小さすぎると、個々のボイスのピッチにはあまり変化が生じません。設定値が大きすぎると、ボイ

スの変化が速すぎて、小刻みに振動して聞こえる場合があります。

処理済みのボイスをエフェクト入力に戻す比率をパーセントで追加します。波形にエコーまたはリバーブエフェクトを追

加することができます。フィードバックを小さく（10 ％未満）すると、ディレイとビブラートの設定によっては厚みが加わることがあり
ます。大きな値を設定すると大きなリンギングやその他の偽音などのフィードバックが生じ、信号がクリップしてつぶれるほどの音量とな

る可能性もあります。

各ボイスにディレイを追加し、最大 200 ミリ秒（5 分の 1 秒）までボイスを分離します。値を大きくすると、分離したボイス
が重ならずに前後していきます。値が大きいほど、各ボイスが互いに離れて聞こえるようになります。反対に、値を小さくすると、すべて

のボイスがユニゾンになります。他の設定によっては、この設定値が小さいとフランジエフェクトが生じ、リアルなコーラスエフェクトに

は望ましくない結果となる可能性があります。

発生する振幅の最大変化を指定します。例えば、コーラスボイスの振幅を変更して、オリジナルのボイスより 5 dB 大きくまたは
小さくすることができます。この設定値が極端に大きいと、オリジナルのサウンドが断続的に打ち消されてしまい不快な振動音が生じる可

能性があります。この設定値を極端に小さく（1 dB 未満）すると、「変調レート」を極端に大きくしないとデプスを聞き取れない可能性
があります。自然なビブラートが得られる設定値は 2 ～ 5 dB 程度です。
この設定は最大値を指定するだけなので、ビブラートボリュームが常に設定値どおりまで小さくなるとは限りません。これは、自然なサウ

ンドが得られるようにするため意図的に制限してあるためです。

振幅の変更が発生する最大レートを指定します。値を非常に小さくすると、ボイスのボリュームがゆっくりと大きくなったり

小さくなったりして、息継ぎの下手な歌手の歌声のように聞こえる結果となります。値を非常に大きくすると、震えた不自然なサウンドに

なります。

最高品質を確実に得られるようにします。ただし、品質を上げると、プレビューとエフェクト適用に要する処理
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ステレオ幅

L/R チャンネル入力を平均化

バイノーラルキューを追加

ステレオフィールド

出力レベル

トップへ戻る

コーラス

フランジャー

スピード

幅

強さ

トランジエント

トップへ戻る

時間は長くなります。

ステレオフィールド内に個々のボイスが定位する位置と、オリジナルステレオ信号の解釈方法を指定します。次のオプションは、ステ

レオファイルに対して作業する場合にのみ指定できます。

オリジナルの L および R チャンネルを組み合わせます。このオプションを選択していない場合には、ステレ
オイメージを保持するために 2 つのチャンネルは分離したまま処理されます。ステレオのソースオーディオがもともとモノラルだった場合
は、このオプションを選択しません。処理時間が長くなるだけです。

各ボイスの L 出力と R 出力に異なるディレイを追加します。このディレイにより、ヘッドホンで聞いたときに
各ボイスが別方向から発せられるようなエフェクトが得られます。標準スピーカーで再生されるオーディオの場合はこのオプションの選択

を解除すると、ステレオ再生の分離度が高まります。

L/R のステレオイメージで、コーラスボイスをどこに配置するかを指定します。小さい値を設定すると、ボイスはス
テレオイメージの中央に近付きます。50 ％に設定すると、ボイスは左右に均等に配置されます。大きい値を設定すると、ボイスは外側の
端まで移動します。ボイスの数が奇数の場合、1 つは必ず中央に配置されます。

オリジナル（ドライ）信号とコーラスをかけた（ウェット）信号の比率を設定します。設定値を大きくしすぎるとクリップが発生しま

す。

マルチトラックエディターでは、オートメーションレーンを使用してウェットレベルを時間と共に変化させることもできます（トラック設定の

オートメーション化を参照）。ボーカルや楽器のソロを強調するには便利な方法です。

Chorus/Flanger エフェクト

変調／Chorus/Flanger エフェクトは、よく使用される 2 つのディレイ系のエフェクトを組み合わせたものです。コーラスエフェクトは、軽い
フィードバックを含む複数のショートディレイを加えることにより、複数のボイスや楽器が同時に演奏されている様子を擬似的に再現します。 魅
力的で豊かなサウンドが得られます。このエフェクトは、ボーカルトラックの向上や、モノラルオーディオにステレオの広がりを与えたりする場

合に使用します。

フランジャーのオプションでは、変化のある短いディレイをかけた信号を元の信号とミックスすることにより、サイケデリックなフェーズシフト

されたサウンドが作成されます。 フランジャーは元来、同一のオーディオ信号を 2 台のオープンリールテープレコーダに送り、一方のレコーダの
リールを周期的に押さえて回転を遅らせることにより実現されていたエフェクトです。

複数のボイスや楽器が同時に演奏されている様子を擬似的に再現します。

フェーズがシフトされディレイのかかった、サイケデリックミュージックの雰囲気を持ったサウンドを擬似的に再現します。

ディレイタイムをゼロから最大値までの範囲で変化させるサイクルのレートを制御します。

最大ディレイを指定します。

処理済みのオーディオとオリジナルのオーディオの比率を制御します。

瞬間的な音が強調され、より鋭く明瞭なサウンドになります。

Flanger エフェクト[Flanger えふぇくと]

フランジは、短いディレイをかけた信号を元の信号とほぼ同じ割合でミックスするエフェクトです。フランジは元来、同一のオーディオ信号を 2
台のオープンリールテープレコーダに送り、一方のレコーダのリールを押さえて回転を遅らせることにより実現されていたエフェクトです。その 2
つを組み合わせると、フェーズがシフトされタイムディレイエフェクトのかかった、1960 ～ 1970 年代のサイケデリックミュージックの雰囲気を
持った録音が得られます。変調／Flanger エフェクトを選択すると、特定の間隔またはランダムな間隔で信号を少し遅らせたり、フェージングした
りしたときと同様の効果を作り出すことができます。
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初期ディレイタイム

最終ディレイタイム

ステレオフェージング

フィードバック

変調レート

モード

位相反転

特殊エフェクト

サイン波

ミックス

トップへ戻る

ステージ

強さ

デプス

変調レート

フェーズ差異

上限周波数

フィードバック

ミックス

フランジの開始するポイントを、オリジナル信号からの遅れを表すミリ秒単位で設定します。フランジエフェクトは、初期

ディレイ設定から次の設定（最終ディレイ設定）の範囲内で、周期的に適用されます。

フランジがオリジナル信号に遅れて終了するポイントをミリ秒単位で設定します。

L と R に対するディレイの差を、度単位の値で設定します。例えば、180°に設定すると、R チャンネルの初期ディレイ
と、L チャンネルの最終ディレイが同時に発生します。このオプションで L チャンネルと R チャンネルの初期 / 最終ディレイ設定を反転すること
により、広がりのあるサイケデリックなエフェクトが得られます。

フランジにフィードバックするフランジ信号の比率を指定します。フィードバックしない場合は、オリジナル信号だけがエフェク

トで使用されます。フィードバックを追加すると、現在の再生ポイントより前でエフェクトを適用された信号が、設定した比率の分だけエフェク

トに使用されます。

初期ディレイ時間から最終ディレイ時間までの、ディレイのサイクルのレートを決定します。1 秒あたりのサイクル数（Hz）または 1
分あたりの拍数（拍）で測定します。設定を少し変更するだけで、多岐にわたるエフェクトが得られます。

3 種類のフランジが指定できます。

信号を補強するのではなく、ディレイ信号を反転して、定期的にオーディオを相殺します。「ドライ - ウェット」でミックスを
50/50 に設定している場合、ディレイがゼロになるたびに波形が無音に相殺されます。

通常のフランジエフェクトと反転フランジエフェクトをミックスします。ディレイ信号がエフェクトに追加され、最初の

信号が減じられます。

初期ディレイから最終ディレイへのトランジションがサインカーブを描いて行われるようにします。このオプションを選択しな

い場合、トランジションは直線で、初期設定の値から最終設定の値へのディレイのレートは一定になります。「サイン波」を選択した場

合、ディレイの信号は、初期ディレイおよび最終ディレイの値をとっている時間の方が、その中間の値をとる時間より長くなります。

オリジナル（ドライ）とフランジされた（ウェット）信号のミックスを調整します。フランジの際に特性を相殺したり補強したりするた

めには、両方の信号をある程度使用する必要があります。「オリジナル」を 100 ％に設定すると、フランジは発生しません。また、「ディレイ」
を 100 ％に設定した場合は、故障したカセットデッキのように揺れるサウンドになります。

Phaser エフェクト[Phaser えふぇくと]

フランジャーと同様、フェーザーでは、オーディオ信号のフェーズをシフトしてオリジナル信号と再合成することで、1960 年代のミュージシャン
たちが広めたようなサイケデリックなエフェクトが得られます。 ただし、可変ディレイを使用する Flanger エフェクトとは異なり、変調／Phaser
エフェクトでは、一連のフェーズシフトフィルターが上限周波数からスイープおよび上限周波数へスイープします。 フェーザーを使用すると、ス
テレオイメージが劇的に変化し、神秘的なサウンドができあがります。

フェーズシフトフィルタの数を指定します。 値を大きくすると、高密度のフェージングエフェクトが得られます。

信号に適用するフェーズシフトの量を指定します。

フィルタが上限周波数からスイープする幅を指定します。 大きい値を設定すると、幅広いトレモロエフェクトが得られます。100 ％で上限
周波数からゼロ Hz までスイープします。

変調レートではフィルタが周波数上限からスイープする速度を制御します。 値は Hz（1 秒あたりのサイクル数）で指定します。

ステレオチャンネル間のフェーズ差異を指定します。 正の値はフェーズシフトを L チャンネルで開始し、負の値は R チャンネルで
開始します。 最大値の +180°および -180°では、完全な差異が生じますが、音響的には同じことになります。

フィルタがスイープする起点となる上限周波数を設定します。 選択したオーディオ範囲の中央付近にあたる周波数を選択するのが最も
効果的です。

フェーザー出力の一定の割合を入力に戻し、エフェクトの効果を強めます。 負の値では、オーディオをフィードバックする前に、
フェーズが反転されます。

処理済みのオーディオとオリジナルのオーディオの比率を制御します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

出力ゲイン 処理後の出力レベルを調整します。

波形エディターでのエフェクトの適用
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ノイズリダクション／リストアエフェクト

トップへ戻る

オーディオをリストアする方法
ノイズリダクションエフェクト（波形エディターのみ）
サウンド除去エフェクト
適応ノイズリダクションエフェクト
Automatic Click Remover エフェクト
Automatic Phase Correction エフェクト
クリック/ポップノイズ除去エフェクト
ハンマーノイズ除去エフェクト
ヒスノイズ除去エフェクト（波形エディターのみ）

ノイズリダクションの概要

高度なノイズリダクション

オーディオをリストアする方法

2 つの強力な機能を組み合わせることにより、オーディオの広範囲の問題を解決できます。まずスペクトル表示を使用して、ノイズの範囲または個
別の不要な音を視覚的に判別および選択します（スペクトル範囲の選択 および ノイズの選択と自動修復を参照してください）。続いて、診断エ
フェクトまたはノイズリダクションエフェクトを使用して、次のような問題を解決します。

ワイヤレスマイクや古いレコードのクラックルノイズ（Automatic Click Remover エフェクトを参照してください）。
風のうなり音、テープのヒスノイズ、電源ハムノイズなどのバックグラウンドノイズ（適応ノイズリダクションエフェクトおよびハンマーノ
イズ除去エフェクトを参照してください）。
不適切に配置されたステレオマイクや調整不良のテープ装置によるフェーズキャンセレーション（Automatic Phase Correction エフェクトを
参照してください）。

上記のリアルタイムのリストアエフェクトは、波形エディターとマルチトラックエディターの両方で使用でき、オーディオの一般的な問題にす
ばやく対処します。しかし、オーディオのノイズが極端に多い場合は、波形エディターに固有のオフラインのプロセスエフェクト（ヒスノイズ

クリックノイズの削除、クリッピングされた
オーディオのリストア、個々のノイズの修復
を自動的に行います。詳細情報
http://tv.adobe.com/watch/no-stupid-questions...

Colin Smith

Community Help への投稿
Adobe Community ヘルプ

2 つの強力なエフェクトを使用して、複雑な
ノイズを削除します。詳細情報
http://tv.adobe.com/watch/no-stupid-questions...

Colin Smith

Community Help への投稿
Adobe Community ヘルプ
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トップへ戻る

ノイズプリントをキャプチャ

除去やノイズリダクションなど）の使用を検討してください。

スペクトル表示での各種ノイズの選択例

A. ヒス B. ひび C. 音 

ノイズリダクションエフェクト（波形エディターのみ）

ノイズリダクション / リストア／ノイズリダクションエフェクトを使用すると、信号の品質の低下を最小限に抑えて、バックグラウンドノイズや広
い周波数域のノイズを飛躍的に低減できます。このエフェクトによって、テープのヒスノイズ、マイクのバックグラウンドノイズ、電源ハムノイ
ズ、または波形全体に絶え間なく続くノイズなど、ノイズをまとめて除去できます。
ノイズ低減の適切な量は、バックグラウンドノイズのタイプおよび残りの信号で許容される品質低下によって異なります。一般的に、S/N 比を 5
～ 20 dB まで大きくし、高いオーディオの品質を保持することができます。
ノイズリダクションエフェクトで最適な結果を得るには、DC オフセットのないオーディオにこのエフェクトを適用します。DC オフセットが存在
すると、このエフェクトによって、静かな部分にクリックノイズが発生する場合があります（DC オフセットを削除するには、テンプレート／DC
オフセットを修復を選択します）。

ノイズリダクショングラフでのノイズの評価と調整

A. コントロールポイントをドラッグして周波数範囲に応じてリダクションを変更 B. 低振幅ノイズ。 C. 高振幅ノイズ D. このしきい値を下回ると
ノイズリダクションが発生。 

ノイズリダクションエフェクトの適用

1. 波形エディターで、0.5 秒以上の長さのノイズだけを含んだ範囲を選択します。

特定の周波数の範囲でノイズを選択するには、長方形選択ツールを使用します（スペクトル範囲の選択を参照してください）。

2. エフェクト／ノノイズリダクション / リストア／ノイズプリントをキャプチャを選択します。

3. エディターパネルで、ノイズを除去する範囲を選択します。

4. エフェクト／ノイズリダクション / リストア／ノイズリダクションを選択します。

5. 必要に応じてオプションを設定します。

ノイズの多い環境で録音するときは、代表的なバックグラウンドノイズを数秒録音して、後からノイズプリントとして使用できます。

ノイズリダクションのオプション

バックラウンドノイズだけを指定して、選択した範囲からノイズプロファイルを抽出します。Adobe Audition によっ
て、バックグラウンドノイズの統計情報が収集され、波形の残りの部分から削除できます。
ヒント：選択した範囲が短すぎる場合は、「ノイズプリントをキャプチャ」は無効になっています。「FFT サイズ」を小さくするか、長い範囲の
ノイズを選択します。長い範囲を見つけることができない場合は、現在選択している範囲をコピー＆ペーストして、長い範囲を作成します（ペー
ストしたノイズは、後で編集／削除を選択して削除できます）。
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現在のノイズプリントを保存 

ディスクからノイズプリントを読み込み 

グラフ

ノイズフロア

スケール

チャンネル

ファイル全体を選択

ノイズリダクション

削減値

ノイズのみを出力

詳細設定

スペクトルディケイレート

スムージング

精度

ノイズプリントを .fft ファイルとして保存します。このファイルには、サンプルタイプ、FFT（高速フーリエ変換）サイズ、および 3 つの FFT 係
数（検出されたノイズの最小量、最大量、およびパワー平均）のセットに関する情報が含まれます。

Adobe Audition で以前に FFT 形式で保存したノイズプリントを開きます。ただし、ノイズプリントは同一のサンプルタイプにのみ適用できます
（例えば、22 kHz のモノラルプロファイルを 44 kHz のステレオサンプルには適用できません）。
注意：また、ノイズプリントは特異性が高いので、あるタイプのノイズのプリントを別のタイプのノイズに使用しても良い結果は得られません。
しかしよく似たノイズを繰り返し除去する場合は、保存したプロファイルを使用することで効率が大きく改善されます。

周波数が x 軸（水平方向）に、ノイズリダクションの量が y 軸（垂直方向）に表示されます。
青のコントロールカーブは、様々な周波数範囲でのノイズリダクションの量を設定します。例えば、高周波数でのみノイズリダクションが必要な
場合は、グラフの右側でコントロールカーブを下向きに調整します。
リセットボタン  をクリックしてコントロールカーブを平らにすると、ノイズリダクションの量は完全にノイズプリントに基づいて決まりま
す。
ヒント：ノイズフロアにさらに焦点を合わせるには、グラフの右上のメニューボタン  をクリックして、「コントロールカーブを表示」および
「グラフにツールヒントを表示」の選択を解除します。

「高」は各周波数で検出された最大振幅を、「低」は最小振幅を示します。「しきい値」の振幅を下回ると、ノイズリダクションが
発生します。
ヒント：ノイズリダクションのこの 3 つの要素はグラフ内でオーバーラップする場合があります。より明確に区別するには、メニューボタン 
をクリックして、ノイズフロアを表示メニューからオプションを選択します。

水平ルーラーの x 軸での周波数の調整方法を指定します。
低周波数を細かく制御するには、「対数」を選択します。対数スケールを設定すると、耳に聞こえる音により近くなります。
高周波数を細かく制御し、周波数を均等な間隔に分けて操作するには、「リニア」を選択します。

選択したチャンネルをグラフに表示します。ノイズリダクションの量は常にすべてのチャンネルで同じです。

キャプチャしたノイズプリントをファイル全体に適用できます。

出力信号のノイズリダクションの割合を制御します。オーディオをプレビューしながらこの設定を微調整すると、最小限のノ
イズで最大限のノイズリダクションを達成できます（ノイズリダクションレベルを高くしすぎると、オーディオがフランジやフェイザーをかけた
ようになる場合があります）。

検出されたノイズの振幅リダクションを決定します。6 ～ 30 dB の値が最適です。バックグラウンドに聞こえる泡のようなノイズを低減す
るには、低い値を入力します。

ノイズのみをプレビューし、エフェクトによって必要なオーディオが削除されるかどうかを特定できます。

三角形をクリックすると、次のオプションが表示されます。

オーディオがノイズフロアを下回ったときに処理される周波数のパーセンテージを指定します。このパーセン
テージを微調整することによって、不自然なサウンドを発生させずに、大幅にノイズを削減できます。40 ～ 75 ％の値が最適です。これら
の値よりも小さい場合は、泡のような音のサウンドが聞こえる場合が多く、これらの値よりも大きい場合は、過剰なノイズが残ります。

各周波数バンドのノイズ信号の変動を考慮します。分析時に変化の大きいバンド（ホワイトノイズなど）は、一定のバンド
（60 Hz のハムノイズなど）とはスムージングの処理が異なります。一般的に、スムージングの量を大きくすると（最大 2 程度）、全体的
なバックグラウンドの広帯域のノイズレベルは高くなりますが、泡のようなバックグラウンドノイズは削減されます。

振幅の変化を制御します。5 ～ 10 の値が最適で、対称処理には奇数が理想的です。3 以下の値を指定すると、巨大なブロックで高速
フーリエ変換が行われ、ブロック間でボリュームのドロップやスパイクが発生する場合があります。10 を超える値に設定しても、品質に
目立った変化はありませんが、処理時間が長くなります。
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トランジション幅

FFT サイズ

ノイズプリントスナップショット

トップへ戻る

サウンドモデルについて

サウンドモデルの複雑度

サウンドのパスを調整

コンテンツの複雑度

コンテンツのパスを調整

拡張抑制

スピーチ用に拡張

FFT サイズ

ノイズと必要なオーディオの間の振幅範囲を決定します。例えば、幅が 0 の場合、各周波数バンドにシャープなノイズ
ゲートが適用されます。しきい値より少しでも上のオーディオは残り、少しでも下のオーディオは切り捨てられて無音になります。また、
入力レベルに基づいて、オーディオが無音部分にフェードする範囲を指定できます。例えば、トランジション幅が 10 dB であり、バンドの
ノイズレベルが -60 dB である場合、-60 dB のオーディオはそのまま残り、-62 dB のオーディオはわずかに削減され、-70 dB のオーディ
オは完全に削除されます。

分析する周波数バンドの数を指定します。このオプションは、品質に最も大きな変化をもたらします。ノイズは周波数バンド
ごとに別々に処理されるため、バンド数が多いほど、ノイズの除去がより細かい周波数で操作されます。適切な設定範囲は 4096 ～ 8192
です。
高速フーリエ変換サイズによって、周波数と時間の精度の条件が決まります。FFT サイズが大きいと、シューッというノイズやリバーブの
かかったノイズが発生する場合がありますが、ノイズ周波数は非常に正確に削除されます。FFT サイズを小さくすると、時間応答が向上
し、例えばシンバルを叩く前のシューッという音が少なくなりますが、周波数の分解能が低下し、こもった音またはフランジサウンドが生
成される場合があります。

キャプチャするプロファイルに含めるノイズのスナップショットの数を指定します。正確なデータを生
成するために最適な値は 4000 です。
非常に小さい値にすると、様々なノイズリダクションレベルの品質に大きく影響します。スナップショット数を多くして、ノイズリダク
ションレベルを 100 にした場合、より多くのノイズがカットされますが、カットされるオリジナルの信号も多くなります。一方、ノイズリ
ダクションレベルを低くしてスナップショット数を多くした場合も、より多くのノイズがカットされますが、本来の信号は保持されやすく
なります。

サウンド除去エフェクト 

サウンド除去エフェクト（エフェクト／ノイズリダクション / リストア）では、録音から不要なオーディオを削除します。このエフェクトでは、録
音の選択された部分を分析し、サウンドモデルを構築します。これはサウンドの検索や削除に使用されます。
また、複雑度を示すパラメーターを使用して、生成されたモデルを変更することもできます。複雑度の高いサウンドモデルには、録音を処理する
ためにより多くのパスの調整が必要ですが、結果がより正確になります。また、後で使用するためにサウンドモデルを保存しておくこともできま
す。また、サイレンや携帯電話の着信音のような一般的なノイズを削除するためのいくつかの一般的なプリセットが含まれています。

選択された波形を使用して、サウンドモデルについて学習します。削除するサウンドが含まれる波形だけを選択し、「サ
ウンドモデルについて」を押します。また、サウンドモデルをディスクに保存して読み込むこともできます。

サウンドモデルの複雑度を示します。 サウンドがより複雑であったり、混在しているほど、複雑度の高い設定でより良い
結果が得られます。ただし、計算にかかる時間が長くなります。設定範囲は 1 ～ 100 です。

サウンドモデルに表示されたサウンドパターンを削除するために作成する調整パスの数を定義します。パスの数を多くする
と処理に時間がかかりますが、結果がより正確になります。

信号の複雑度を示します。サウンドがより複雑であったり、混在しているほど、複雑度の高い設定でより良い結果が得られま
す。ただし、計算にかかる時間が長くなります。設定範囲は 5 ～ 100 です。

サウンドモデルと一致するサウンドを削除するためにコンテンツに作成するパスの数を指定します。パスの数を多くする
と処理に時間がかかりますが、一般的には結果がより正確になります。

これによって、サウンド削除アルゴリズムの積極性が強化されます。また、これは強度値によって変更できます。値を大きくすると、混
合信号からより多くのサウンドモデルが削除されます。これによって、必要な信号が失われる可能性が高くなります。一方、値を小さくすると、
より多くの重複信号が残るため、より多くのノイズが発生する可能性があります（ただし、元の録音よりは少ない）。

オーディオにスピーチを含めるように指定し、非常に似ているスピーチのオーディオパターンを慎重に削除します。その結果と
して、ノイズが除去されていながらも、スピーチが削除されません。

分析する周波数バンドの数を指定します。このオプションは、品質に最も大きな変化をもたらします。ノイズは周波数バンドごとに
別々に処理されるため、バンド数が多いほど、ノイズの除去がより細かい周波数で操作されます。適切な設定範囲は 4096 ～ 8192 です。
高速フーリエ変換サイズによって、周波数と時間の精度の条件が決まります。FFT サイズが大きいと、シューッというノイズやリバーブのかかっ
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トップへ戻る

注意：

ノイズ振幅の削減値

ノイズ検出率

ノイズフロアの微調整

信号しきい値

スペクトルディケイレート

広帯域の維持

FFT サイズ

トップへ戻る

しきい値

複雑度

たノイズが発生する場合がありますが、ノイズ周波数は非常に正確に削除されます。FFT サイズを小さくすると、時間応答が向上し、例えばシン
バルを叩く前のシューッという音が少なくなりますが、周波数の分解能が低下し、こもった音またはフランジサウンドが生成される場合がありま
す。

適応ノイズリダクションエフェクト

ノイズリダクション / リストア／適応ノイズリダクションエフェクトを使用すると、バックグラウンド音声、うなり音、風の音など、変化する広帯
域ノイズをすばやく除去できます。このエフェクトはリアルタイムで動作するので、エフェクトラック内のその他のエフェクトと組み合わせてマ
ルチトラックエディターに適用することができます。これに対し、標準のノイズリダクションエフェクトはオフラインプロセスとして波形エディ
ターでのみ使用できますが、ヒスノイズやハムノイズなど一定したノイズを除去する場合はこのエフェクトの方が効果的な場合があります。
最善の結果を得るために、適応ノイズリダクションは、ノイズで始まりその後に必要なオーディオが続く選択範囲に適用します。このエフェクト
は、オーディオの最初の数秒に基づいてノイズを識別します。

このエフェクトには大量の処理が必要です。システムの動作が遅い場合は、FFT サイズを小さくして高品質モードをオフにします。

ノイズリダクションのレベルを指定します。6 ～ 30 dB の値が最適です。バックグラウンドに聞こえる泡のようなエフェクト
を低減するには、低い値を入力します。

ノイズを含んだオリジナルのオーディオの割合を示します。

ノイズフロアを、自動的に計算によって設定された位置から上または下に手動で調整します。

必要なオーディオのしきい値を、自動的に計算によって設定された位置から上または下に手動で調整します。

ノイズ処理が 60 デシベル低下するまでの時間を決定します。この設定を微調整することによって、不自然なサウンド
を発生させずに、大幅にノイズを削減できます。値が短すぎると泡のようなサウンドが作成され、値が長すぎるとリバーブエフェクトが作成され
ます。

検出された不要な音の間にある特定の周波数バンドについて、必要なオーディオを維持します。例えば、100 Hz を設定すると、検
出された不要な音の上下 100 Hz 内についてはオーディオを除去しません。小さい値を設定すると、より多くのノイズが削除されますが、可聴処理
が必要な場合があります。

分析する周波数バンドの数を指定します。設定値を大きくすると周波数の分解能が高くなり、小さくすると時間の分解能が高くなりま
す。デュレーションの長いノイズ（電源ハムノイズなど）に対処するには大きい値が効果的であり、瞬間的なノイズ（クリックノイズ、ポップノ
イズなど）には小さい値が適しています。

Automatic Click Remover エフェクト

レコードのクラックルノイズや静電ノイズをすばやく除去するには、ノイズリダクション / リストア／Automatic Click Remover エフェクトを使用
します。広い範囲のオーディオを修正することも、単一のクリックノイズやポップノイズを修正することもできます。
このエフェクトは、DeClicker エフェクトと同じオプションを提供しますが、検出されたクリックノイズのうちどれを処理するのかを選択できます
（DeClicker のオプションを参照してください）。また、Automatic Click Remover エフェクトはリアルタイムで動作するので、エフェクトラッ
ク内のその他のエフェクトと組み合わせてマルチトラックエディターで適用することができます。Automatic Click Remover エフェクトでは、複数
のスキャンパスおよび修復パスも自動的に適用されます。DeClicker で同じレベルのクリックリダクションを達成するには、これを複数回手動で適
用する必要があります。

ノイズの感度を指定します。この設定を低くすると、検出されるクリックノイズとポップノイズは多くなりますが、保持したいオーディ
オも検出される場合があります。設定の範囲は 1 ～ 100 で、デフォルト値は 30 です。

ノイズの複雑度を指定します。この設定を高くすると、より多くの処理が適用されますが、オーディオの品質が低下する場合があります。
設定の範囲は 1 ～ 100 で、デフォルト値は 16 です。
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トップへ戻る

グローバルタイムシフト

チャンネルの自動整列、自動センターパンニング

タイム分解能

応答性

チャンネル

分析サイズ

トップへ戻る

検出グラフ

すべてのレベルをスキャン

感度

識別

しきい値レベルをスキャン

「最大」、「平均」、「最小」

Automatic Phase Correction エフェクト

ノイズリダクション / リストア／Automatic Phase Correction エフェクトを使用すると、テープヘッドのずれによるアジマスエラー、マイク設置位
置のミスによる不鮮明なステレオなど、フェーズに関連する様々な問題に対処できます。

l チャンネルおよび r チャンネルシフトスライダーを有効にします。これらのスライダーを使用すると、選択したすべて
のオーディオに均一なフェーズシフトを適用できます。

一連の時間間隔でフェーズとパンニングを整列します。時間間隔は次のオプションによって指定
します。

処理対象の時間間隔ごとのミリ秒数を指定します。値を小さくすると正確さが向上し、大きくするとパフォーマンスが向上
します。

全体的な処理速度を指定します。遅くすると正確さが向上し、速くするとパフォーマンスが向上します。

フェーズ補正の適用先チャンネルを指定します。

オーディオの分析単位あたりのサンプル数を指定します。
フェーズ補正を最も正確かつ効果的に行うには、「チャンネルの自動整列」オプションを使用します。「グローバルタイムシフト」は、調整を
均一に行う必要があることがわかっている場合か、マルチトラックエディターでフェーズ補正を手動により変化させる場合に限りオンにしま
す。

クリック/ポップノイズ除去エフェクト  

マイクのポップ、クリップ、光のヒスおよびひびを除去するには、クリック/ポップノイズ除去エフェクト（エフェクト／ノイズリダクション / リ
ストア）を使用します。このようなノイズは一般的に、古いビニール盤レコードやロケ地での録音などで発生します。エフェクトのダイアログ
ボックスは開いたままで、何度もエフェクトを開き直すことなく、選択を調整したり、複数のクリックを修正したりできます。

クリックやポップを検索するために、検出と補正の設定が使用されます。検出と拒否の範囲が視覚的に表示されます。

振幅を水平定規（x 軸）、しきい値レベルを垂直定規（y 軸）として、各振幅で使用される正確なしきい値レベルを表示しま
す。Adobe Audition では、音量の大きいオーディオを処理する場合にはカーブの右側の値（-20 dB 以上程度）を使用し、ソフトなオーディオを処
理する場合は左側の値を使用します。カーブはカラーコード化され検出と除外を示します。

「感度」と「識別」の値に基づいて、ハイライトされた領域のクリックノイズをスキャンし、「しきい値」、「検
出」、「除外」の値を決定します。このとき、オーディオの 5 つの帯域が選択され、最も静かなものから最も大きいものまでを順に検出します。

検出するクリックノイズのレベルを指定します。多数の小さなクリックノイズを検出する場合には 10 などの値を入力し、少数の大きいク
リックノイズを検出する場合には 20 などの値を入力します（「すべてのレベルをスキャン」で検出されるレベルは、常にこのオプションよりも高
くなります）。

修正するクリックノイズの数を指定します。クリックノイズをほとんど修正せずに、オリジナルのオーディオをほぼそのまま残す場合は、高
い値を入力します。オーディオのクリックノイズの数が平均的なレベルである場合は、20 や 40 などの低い値を入力します。絶え間ないクリック
ノイズを修正するには、2 や 4 などの非常に低い値を入力します。

しきい値レベルが自動的に、「最大」、「平均」、「最小」に設定されます。

オーディオの最大、平均、および最小振幅について、検出と除外の一意のしきい値を指定します。例えば、オー
ディオの最大 RMS 振幅が -10 dB である場合、「最大しきい値」を -10 dB に設定します。最小 RMS 振幅が -55 dB の場合は、「最小しきい値」
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2 番目のレベルの検証 (クリックを拒否)

検出

拒否

FFT サイズ

シングルクリックで塗り

ポップオーバーサンプルの幅

実行サイズ

を -55 に設定します。
対応する「検出」および「除外」の値を調整する前に、しきい値のレベルを設定します（最初に「最大しきい値」と「最小しきい値」のレベルを
設定します。一度これらを設定すると、その後、調整する頻度は低くなります）。「平均しきい値」レベルは、「最大しきい値」と「最小しきい
値」の間の約 4 分の 3 のレベルに設定します。例えば、「最大しきい値」が 30 に設定されており、「最小しきい値」が 10 に設定されている場合
は、「平均しきい値」を 25 に設定します。
修復したオーディオの一部を試聴した後、必要に応じて設定を調整できます。例えば、静かな部分にまだ多くのクリックノイズがある場合は、
「最小しきい値」レベルを少し低くします。音が大きい部分にまだクリックノイズがある場合は、「平均しきい値」または「最大しきい値」のレ
ベルを低くします。一般的に、オーディオ自体が多くのクリックノイズをマスクし、修正が不要になるので、音の大きいオーディオほど修正の必
要は少なくなります。クリックノイズは非常に静かなオーディオで目立つので、この場合検出と除外のしきい値は低くなる傾向があります。

クリック検出アルゴリズムで検出された潜在的なクリックノイズの一部を除外します。トランペット、
サックス、女性ボーカル、スネアドラムの打撃音など、ある種のオーディオでは、通常のピークがクリックノイズとして検出される場合がありま
す。このようなピークを修正すると、結果のオーディオはこもったように聞こえます。「セカンドレベル検証」では、このようなオーディオの
ピークを除外し、実際のクリックノイズだけを修正します。

クリックノイズやポップノイズに対する感度を指定します。設定可能な値の範囲は 1 ～ 150 ですが、推奨値の範囲は 6 ～ 60 です。値が小さ
いほど、より多くのクリックノイズが検出されます。
-15 dB を超える振幅の大きいオーディオの場合はしきい値を 35 に、平均的な振幅の場合は 25 に、-50 dB 未満の振幅の小さいオーディオの場合
は 10 に設定することから始めます。これらの設定によって、最も多くのクリックノイズを検出でき、通常、大きいクリックノイズはすべて検出で
きます。オーディオのバックグラウンドに絶え間なくクラックルノイズがある場合は、「最小しきい値」のレベルを低くするか、しきい値が割り
当てられている dB レベルを高くします。このレベルは 6 まで下げることができますが、設定を低くすると、フィルターがクリックノイズ以外の
サウンドも削除してしまう可能性があります。
検出されるクリックノイズが増加すると、修復の数が増えて、歪みが発生する可能性が高くなります。このタイプの歪みが多くなると、サウンド
はフラットになり、躍動感がなくなります。このような場合は、検出のしきい値を低く設定し、「セカンドレベル検証」を選択して検出されたク
リックノイズを再分析し、クリックノイズではない打楽器の一時的な音を無視します。

「セカンドレベル検証」ボックスが選択されている場合に、検出しきい値を使用して検出された潜在的なクリックノイズのうちで除外するク
リックノイズの数を指定します。値の範囲は 1 ～ 100 で、まず 30 に設定することをお勧めします。設定を低くするほど、より多くのクリックノ
イズを修復できます。設定を高くすると、実際のクリックノイズではないクリック音が修復されないようにすることができます。
検出されたクリックノイズをできる限り除外しながら、耳に聞こえるクリックノイズはすべて削減したい場合があります。例えば、トランペット
のようなサウンドにクリックノイズが含まれているのに、クリックノイズが削減されない場合は、この値を低くして除外される潜在的なクリック
ノイズを少なくします。特定のサウンドで歪みが発生する場合は、この設定を大きくして修復を最小限に抑えます（修復の数が少ないほど、品質
は向上します）。

クリックノイズ、ポップノイズ、およびクラックルノイズを修復するために使用する FFT サイズを指定します。通常は、「自動」を
選択し、Adobe Audition で自動的に FFT サイズを設定します。ただし、オーディオの種類によっては、特定の FFT サイズ（8 ～ 512）を入力する
こともできます。まず、この値を 32 に設定してみて、まだクリックノイズが聞こえる場合は、この値を 48、64 などに上げます。値が大きくなる
ほど、修正にかかる時間は長くなりますが、処理後の品質は向上します。この値が大きすぎると、こもるような、低周波の歪みが発生する場合が
あります。

オーディオの選択範囲内の単一のクリックノイズを修正します。「FFT サイズ」の横にある「自動」を選択している場
合、リストアする領域のサイズに基づいて、適切な FFT サイズを使用してリストアが行われます。それ以外の場合は、単一のクリックノイズを補
正するために 128 ～ 256 の設定が効果的です。単一のクリックノイズが補正された後、F3 キーを押すと同じ操作が繰り返されます。テンプレー
トメニューで、単一のクリックノイズを補正するためのショートカットキーを作成することもできます。

検出されたクリックノイズに周囲のサンプルを含めます。潜在的なクリックノイズが検出されると、その開始ポイン
トと終了ポイントはできるだけ近くなるようにマークされます。「ポップのオーバーサンプル」の値（0 ～ 300 に設定可能）によってこの範囲が
拡大され、クリックノイズの前後にあるより多くのサンプルがクリックノイズとして識別されます。
修正したクリックノイズが静かになっても、まだはっきりと聞こえる場合は、「ポップのオーバーサンプル」の値を大きくします。8 程度の値から
始めて、ゆっくりと 30 から 40 くらいまで大きくします。クリックノイズを含まないオーディオは修正時に大きな変更はないので、このバッファ
領域は再配置アルゴリズムによってほとんど処理されません。
「ポップのオーバーサンプル」の値を大きくすると、「自動」を選択したときに使用される FFT サイズも強制的に大きくなります。設定値を大き
くするとクリックノイズがきれいに補正されますが、値が大きすぎると、クリックノイズを補正した位置のオーディオが歪みます。

個々のクリックノイズ間のサンプル数を指定します。設定可能な値の範囲は 0 ～ 1000 です。非常に近い位置にあるクリックノイズを
個別に修正するには、小さい値を入力します。「実行サイズ」の範囲内で発生したクリックノイズはまとめて修正されます。
まず、25 程度の値（「FFT サイズ」の横にある「自動」が選択されていない場合は、FFT サイズの半分）にしてみます。「実行サイズ」の値が大
きすぎる（100 以上など）場合、データの非常に大きなブロックが同時に修復されるので、修正が目立つようになることがあります。設定する
「実行サイズ」が小さすぎる場合、近い位置にあるクリックノイズが最初のパスで完全には修復されないことがあります。
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パルストレイン検証

ステレオリンク

ポップノイズの検出

光のひびを無視

パス

トップへ戻る

周波数

Q

ゲイン

倍音数

倍音スロープ

ハムノイズのみを出力

トップへ戻る

通常の波形のピークがクリックノイズとして検出されないようにします。有効なクリックノイズの検出も低下するため、
通常より大きくしきい値を設定しなければならない場合もあります。このオプションは、既にオーディオのクリーンアップを実行したのに対し
て、まだクリックノイズが残っている場合にのみ選択してください。

すべてのチャンネルを均等に処理して、ステレオまたはサラウンドのバランスが保持されるようにします。例えば、1 つのチャン
ネルでクリックノイズが検出された場合、もう 1 つのチャンネルでもクリックノイズが検出される可能性が高くなります。

クリックノイズとして検出されない規模の大きい不要なイベント（数百サンプル以上にわたって続くものなど）を削減しま
す。設定できる値の範囲は 30 ～ 200 です。
スネアドラムの大きな打撃音などのシャープなサウンドは非常に大きなポップノイズと同じ特性を持つことがあるので、オーディオに非常に大き
なポップノイズ（大きな傷の入ったレコードなど）が含まれていることがわかっている場合にのみこのオプションを選択します。このオプション
によってドラム音がソフトになる場合は、大きく、明らかなポップノイズだけを修正するようにしきい値を少し大きくします。
大きく、明らかなポップノイズが修正されない場合は、「ポップノイズの検出」を選択し、約 30（静かなポップノイズを検出する場合）～ 70（大
きなポップノイズを検出する場合）の設定を使用します。

検出された 1 サンプルエラーを修正し、通常、バックグラウンドのクラックルノイズを削減します。処理後のオーディオが、音に
厚みがなく、フラットで、安っぽく聞こえる場合は、このオプションの選択を解除します。

互いに近くにありすぎて効果的に修復されにくいクリックノイズを検出できるように、最大 32 回のパスを自動的に実行します。検出される
クリックノイズがなくなり、検出されたすべてのクリックノイズが修復されると、実行されるパスは少なくなります。一般的に、各パスで修復さ
れるクリックノイズは前パスの約半分になります。検出のしきい値を高くするほど修復の数が少なくなり、品質が向上すると同時にすべてのク
リックノイズが削減されます。

ハンマーノイズ除去エフェクト

ノイズリダクション / リストア／ハンマーノイズ除去エフェクトを使用すると、狭い周波数のバンドおよびその倍音が削除されます。最も一般的な
アプリケーションでは、照明や電子機器からの電源ハムノイズが処理されますが、ハンマーノイズ除去では、ノッチフィルターを適用して、共鳴
が過剰な周波数をソースオーディオから削除することもできます。

典型的なオーディオの問題を簡単に処理するには、プリセットメニューからオプションを選択します。

ハムノイズのルート周波数を設定します。正確な周波数が不明な場合は、オーディオをプレビューしながら、この設定を前後にドラッグし
ます。
ヒント：ルート周波数とゲインを目で見て調整するには、グラフ内で直接ドラッグします。

上記のルート周波数と倍音の幅を設定します。値を大きくするほど周波数範囲は狭くなり、値を小さくするほど範囲は広くなります。

ハムノイズの減衰量を決定します。

影響する倍音周波数の数を指定します。

倍音周波数の減衰率を変更します。

削除したハムノイズをプレビューして、必要なオーディオが含まれているかどうかを特定できます。

ヒスノイズ除去エフェクト（波形エディターのみ）

ノイズリダクション / リストア／ヒスノイズ除去エフェクトを使用して、カセットテープ、レコード、マイクプリアンプなどのソースからヒスノイ
ズを低減できます。このエフェクトは、特定の周波数範囲の振幅がノイズフロアを下回る場合に、その振幅を大幅に抑えます。周波数範囲でノイ
ズフロアよりも大きいオーディオは処理されません。オーディオに一定レベルのバックグラウンドヒスノイズが含まれている場合、そのヒスノイ
ズを完全に除去できます。
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スペクトルディケイレート

精度

周波数範囲の広いその他のタイプのノイズを低減するには、ノイズリダクションエフェクトを試します（ノイズリダクションエフェクト（波形
エディターのみ）を参照してください）。

ヒスノイズ除去グラフを使用したノイズフロアの調整

ノイズフロアの推測値をグラフ表示します。この推測値は、ヒスノイズ除去エフェクトで、通常のオーディオは変更せ
ずに、ヒスノイズだけをより効果的に除去するために使用されます。このオプションは、ヒスノイズ除去の最も強力な機能です。
ノイズフロアを最も正確に反映したグラフを作成するには、ヒスノイズだけを含むオーディオを選択して「ノイズフロアを取得」をクリックしま
す。または、必要なオーディオの音量が最も小さい領域、および高周波数の情報量が最も小さい領域を選択します（スペクトル表示で、上部 75 ％
に何も動きが示されない領域を探してください）。
ノイズフロアを取得したら、低周波数を表す左側のコントロールポイントを低くして、グラフをできるだけ平坦にする必要があります。いずれか
の周波数で音楽が存在している場合、その周波数近辺のコントロールポイントは通常よりも高くなります。

ソースオーディオの各周波数に対して推測されるノイズフロアを、周波数を水平ルーラー（x 軸）に、ノイズフロアの振幅を垂直ルーラー
（y 軸）にして表します。この情報は、ヒスノイズと、必要なオーディオデータを区別するのに役立ちます。
ヒスノイズを低減するために使用される実際の値は、グラフとノイズフロアスライダーとの組み合わせです。ノイズフロアスライダーを左右にシ
フトして、推定されるノイズフロアを微調整します。
ヒント：周波数と振幅のツールヒントを無効にするには、グラフの右上にあるメニューボタン  をクリックして、「グラフにツールヒントを表
示」の選択を解除します。

水平ルーラーの x 軸での周波数の調整方法を指定します。
低周波数を細かく制御するには、「対数」を選択します。対数スケールを設定すると、耳に聞こえる音により近くなります。
高周波数を細かく制御し、周波数を均等な間隔に分けて操作するには、「リニア」を選択します。

選択したオーディオチャンネルをグラフに表示します。

推測されたノイズフロアをリセットします。高いまたは低いフロアをリセットするには、グラフの右上にあるメニューボタン  をクリックし
て、コントロールカーブをリセットメニューのオプションを選択します。
ヒント：簡易的にヒスノイズを低減する場合には、ノイズフロアの完全なグラフを必要としません。単純にグラフを均等なレベルにリセット
し、ノイズフロアスライダーで調整します。

ヒスノイズの低減量と品質レベルを適切に設定するために、ノイズフロアを微調整します。

ノイズフロアを下回るオーディオのヒスノイズ低減のレベルを設定します。値を大きくする（特に 20 dB を超える）と、ヒスノイズが大幅
に低減されますが、残りのオーディオに歪みが発生する場合があります。値を小さくすると、多くのノイズは除去されませんが、オリジナルの
オーディオ信号に対する変更は相対的に少なくなります。

ヒスノイズのみをプレビューして、エフェクトによって必要なオーディオが除去されることを確認できます。

三角形をクリックすると、次のオプションが表示されます。

推測されたノイズフロアを超えるオーディオが検出された場合、周辺の周波数で続いていると見なされるオー
ディオの量を決定します。値を小さくすると、続いていると見なされるオーディオが少なくなり、ヒスノイズ低減機能は、保持される周波
数のより近い位置でカットします。
40 ～ 75 ％の値が最適です。値が大きすぎる（90 ％を超える）場合、不自然にリバーブが聞こえる可能性があります。値が小さすぎる場
合、バックグラウンドに泡のようなエフェクトが聞こえ、音楽が人工的に聞こえる可能性があります。

時間領域でのヒスノイズ低減の精度を指定します。標準的な値の範囲は 7 ～ 14 です。この値を小さくすると、オーディオの音の大
きい部分の前後に数ミリ秒のヒスノイズが発生する場合があります。一般、この値を大きくすると結果が向上しますが、処理速度が遅くな
ります。20 以上の値を設定しても、通常、品質はそれ以上向上しません。

116



  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。
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トランジション幅

FFT サイズ

コントロールポイント

ヒスノイズ低減のトランジションを緩やかにして、急激に変化しないようにします。通常、5 ～ 10 の値を設定すると、
適切な結果が得られます。この値が大きすぎる場合、処理後も一部のヒスノイズが残ることがあります。この値が小さすぎる場合、バック
グラウンドノイズが聞こえる可能性があります。

高速フーリエ変換サイズを指定します。この設定によって、周波数と時間の精度の条件が決まります。一般的に、2048 ～
8192 のサイズが最適です。
FFT サイズを小さく（2048 以下）すると、時間応答が向上し、例えばシンバルを叩く前のシューッという音が少なくなりますが、周波数
の分解能が低下し、こもった音またはフランジサウンドが生成される場合があります。
FFT サイズを大きく（8192 以上）すると、シューッという音やリバーブが発生し、バックグラウンドトーンが目立つようになる場合があ
りますが、周波数分解能は非常に高くなります。

「ノイズフロアをキャプチャ」をクリックしたときにグラフに追加されるポイントの数を指定します。

以下も参照してください。
スペクトル表示について
グラフによるエフェクト設定のコントロール
マルチトラックエディターでのエフェクトの適用
エフェクトプリセットの使用
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リバーブエフェクト

トップへ戻る

注意：

インパルス

ミックス

ルームサイズ

低域ダンピング

高域ダンピング

プリディレイ

幅

ゲイン

トップへ戻る

コンボリューションリバーブエフェクト

フルリバーブエフェクト

リバーブエフェクト

スタジオリバーブエフェクト

サラウンドリバーブエフェクト

部屋の中では、サウンドは壁、天井、床に反射してから耳に届きます。反射したサウンドはほとんど同時に耳に届くため、別個のエコーとして聞

き分けることはできませんが、反響効果により空間の広がりが感じられます。この反射したサウンドを reverberation、略して reverb（リバー
ブ）と言います。Adobe Audition では、リバーブエフェクトを使用して様々なルーム特性をシミュレートできます。

マルチトラックエディターでのリバーブの最も柔軟で効率的な方法としては、リバーブエフェクトをバスに付加し、リバーブの出力レベルを

100 ％ウェットに設定します。その後、トラックをこのバスにルーティングし、SEND を使用して、リバーブのかかったサウンドに対するドラ
イサウンドの比率を制御します。

コンボリューションリバーブエフェクト

リバーブ／コンボリューションリバーブエフェクトを使用すると、コートクローゼットからコンサートホールまで、様々な空間を再現できます。

コンボリューション（畳み込み演算）に基づくリバーブでは、インパルスファイルを使用してアコースティック空間をシミュレートします。結果

は非常にリアルで、現実に近いものになります。

インパルスファイルのソースには、周囲空間の録音済みオーディオ、またはオンラインで入手できるインパルスコレクションが含まれます。最善

の結果を得るには、インパルスファイルは、圧縮していない、16 ビットまたは 32 ビットの、現在のオーディオファイルのサンプルレートと一致
するファイルである必要があります。インパルスの長さは 30 秒以下にしてください。サウンドデザイン用に、様々なソースオーディオを試して、
独自のコンボリューションベースのエフェクトを作成してください。

コンボリューションリバーブは多くの処理を必要とするので、処理能力が低いシステムでは、プレビュー時にクリックノイズやポップノイ

ズが発生する場合があります。そのようなノイズは、エフェクトを適用した後には発生しません。

アコースティック空間をシミュレートするファイルを指定します。WAV または AIFF 形式のカスタムインパルスファイルを追加する
には、「読み込み」をクリックします。

リバーブのかかったサウンドとオリジナルのサウンドの比率を制御します。

インパルスファイルで定義したフルルームサイズをパーセンテージ単位で指定します。パーセンテージが大きいほど、リバーブは長

くなります。

リバーブ内の低域の強調された低周波数帯を減衰することにより、音の濁りの発生を抑え、クリアで鮮明なサウンドを生成しま

す。

リバーブ内の瞬間的な高周波数帯を減衰することにより、耳障りな音の発生を抑え、暖かみのある豊かなサウンドを生成します。

リバーブが最大振幅に達するまでにかかる時間をミリ秒単位で指定します。最も自然なサウンドを生成するには、0 ～ 10 ミリ秒の
短いプレディレイを指定します。特徴のある特殊効果を生成するには、50 ミリ秒以上の長いプリディレイを指定します。

ステレオスプレッドを制御します。設定値を 0 にすると、モノラルのリバーブ信号が生成されます。

処理後に、振幅をブーストまたは減衰します。
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注意：

ディケイタイム

プリディレイタイム

ディフュージョン

知覚

ルームサイズ

サイズ

L/R 位置（ステレオオーディオのみ）

ハイパスカットオフ

ルームサイズに基づいてリハーブを設定

フルリバーブエフェクト

リバーブ／フルリバーブエフェクトは畳み込みによるエフェクトであり、リンギングやメタリックなどの偽音は発生しません。

このエフェクトには、ルームの不規則性をシミュレートする「知覚」や、音源を中心から外れた位置に置く L、R 位置、カスタマイズできるルー
ムのリアルなシミュレートを可能にするルームサイズや寸法（可能）など、独特の機能があります。壁の表面とレゾナンスをシミュレートする場

合、「カラレーション」セクションの 3 バンドのパラメトリック EQ を使用してリバーブの周波数吸収を変えることができます。

リバーブ設定を変更すると、指定したアコースティック環境をシミュレートする一時的なインパルスファイルが作成されます。このファイルは数

MB のサイズにもなるので、処理には数秒かかり、プレビューが聞こえるまで待機する必要があります。ただし、結果は非常にリアルで、編集も容
易です。

フルリバーブエフェクトには相当の処理能力が必要です。リアルタイムのマルチトラックでの使用では、このエフェクトをプリレンダリン

グするか、代わりにスタジオリバーブを使用します（トラックエフェクトのプリレンダリングによるパフォーマンスの向上を参照してくださ

い）。

リバーブ設定

リバーブが 60 dB までディケイするのにかかる時間をミリ秒単位で指定します。ただし、「カラーレーション」のパラメーターに
応じて、周波数によって 60 dB までディケイするのにかかる時間にかなりの差が出る場合があります。値を大きくするほどリバーブの余韻は長く
なりますが、処理時間も長くなります。長さの実質的な限度は約 6000 ミリ秒（6 秒の余韻）です。バックグラウンドノイズのレベルまでディケイ
するために、実際に生成される余韻ははるかに長くなります。

リバーブが最大振幅に達するまでにかかる時間をミリ秒単位で指定します。通常、リバーブが大きくなるまでにかかる時間は

短く、ディケイにかかる時間は長くなる傾向にあります。プレディレイタイムを極端に長くすると（例えば、400 ミリ秒以上）、特徴のあるエ
フェクトが得られます。

エコー増大に関するレートをコントロールします。ディフュージョンを大きく（900 ミリ秒より大きい）すると、リバーブが非
常にスムーズになり、「エコー」は目立たなくなります。ディフュージョンを小さくすると、初期のエコー密度が疎になるのでエコーが目立ちま

すが、リバーブの余韻が続く間に密度は密になっていきます。

ヒント：ディフュージョンの値を小さくし、「知覚」の値を大きくすると、特徴のある弾むようなエコーエフェクトが得られます。 余韻の長いリ
バーブで「ディフュージョン」の値を小さくし、「知覚」の値もやや小さくすると、サッカー競技場などのアリーナにいるように感じるエフェク

トが得られます。

環境（物、壁、隣接するルームなど）の不規則性をシミュレートします。値を小さくすると、余分な装飾のないスムーズにディケイするリ

バーブが得られます。値を大きくすると、異なる場所から発生するエコーを際立たせることができます。

ヒント：リバーブがスムーズすぎると不自然に聞こえる可能性があります。知覚の値を 40 程度以内に設定すると、通常の様々なルーム特性をシ
ミュレートできます。

仮想ルームの容積を立方メートル単位で設定します。ルームが大きいほど、リバーブは長くなります。わずか数平方メートルの部屋

から大競技場まで、各種の仮想ルームを作成できます。

ルームの幅（左右）と奥行き（前後）の比率を指定します。音響的に適切な高さが計算され、ダイアログボックスの下部にある「実際の

ルームサイズ」に表示されます。通常、ルームの幅と奥行きの比率を 0.25 ～ 4 に設定すると最良のリバーブが得られます。

初期反射音を中央からずらします。「出力レベル」セクションの「直接音を含む」を選択すると、オリジナ

ルの信号を同じ位置に配置できます。ボーカルは、センターから左か右へわずかに 5 ～ 10 ％ほどずらすと非常に効果的な場合があります。

ベースやドラムなど、低周波数（100 Hz 以下）のサウンドが失われないようにします。初期反射音がオリジナル信号にミッ
クスされる場合、ルームサイズが小さいと、これらのサウンドは消えてしまうことがあります。サウンドのうちで維持する必要がある部分の周波

数を指定します。通常は 80 ～ 150 Hz が適切です。カットオフの設定値が高すぎると、ルームサイズのリアルなイメージが得られない場合があり
ます。

指定したルームサイズに一致するようにディケイとプレディレイの時間を設定すると、真実味のあるサウ

ンドが生成されます。その後で、必要に応じてディケイとプレディレイの時間を微調整できます。
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周波数

ゲイン

Q

ディケイ

ドライ

リバーブ

初期反射音

直接音を含む

入力をミックス

トップへ戻る

注意：

ディケイタイム

カラーレーションのオプション

カラーレーションのオプションを視覚的に調整するには、グラフ内を直接ドラッグします。

ローシェルビングおよびハイシェルビングのコーナー周波数またはミッドバンドのセンター周波数を指定します。例えば、リバーブに暖か

みを増すには、ハイシェルビングの周波数とゲインの両方を下げます。

様々な周波数範囲のリバーブをブーストまたは減衰します。

ヒント：オーディオを少し強化したい場合は、リバーブの周波数を、重要な音の要素の自然周波数付近にブーストします。例えば、ボーカルの音

声の場合、周波数を 200 Hz から 800 Hz にブーストして、その周波数範囲のレゾナンスを強化します。

ミッドバンドの幅を設定します。値を大きくするほど周波数範囲は狭くなり、値を小さくするほど範囲は広くなります。

ヒント：レゾナンスを目立たせるには、値を 10 以上に設定します。広い周波数範囲をブーストまたはカットする場合は、2 または 3 などの小さな
値を設定します。

カラーレーションカーブが適用される前にリバーブのディケイにかかる時間をミリ秒単位で指定します。700 までの値が適切です。カラ
フルなリバーブを作成するには、100 や 150 などの小さな値を設定します。

出力レベルのオプション

リバーブと一緒に含まれるオリジナル信号のレベルをコントロールします。ソースとの距離を遠くするには、信号レベルを低くしま

す。100 ％に近い高いレベルを設定し、リバーブと反射音のレベルを低くすると、ソースの距離が近い印象を与えることができます。

リバーブ対象のサウンドの高密度レイヤーに対してレベルをコントロールします。ドライおよびリバーブ対象のサウンド間のバランスに

よって、距離感が変わります。

最初に耳に届くエコーのレベルをコントロールし、ルームサイズ全体の広がり感を出します。値を大きくしすぎると人工的な音にな

り、小さくしすぎるとルームサイズの耳で聞き取れるキューが除去されます。最初はドライ信号のボリュームの 1/2 程度を基準に調整していくこ
とをお勧めします。

オリジナル信号の L チャンネルと R チャンネルをわずかにフェーズシフトして、初期反射音の位置と一致させます（「初期反射
音」タブの「L/R 位置」で設定します）。

処理を開始する前に、ステレオまたはサラウンド波形のチャンネルを結合します。このオプションを選択すると処理速度を上げる

ことができますが、選択しない方が豊かで広がりのあるリバーブが得られます。

リバーブエフェクト

リバーブ／リバーブエフェクトを使用すると、畳み込みによる処理でアコースティック空間をシミュレートできます。タイル張りの浴室、コン

サートホール、野外円形劇場など、アコースティックな環境や音に包まれる雰囲気を再現できます。エコーを非常に狭い間隔で発生させることが

できるので、信号のリバーブ余韻が時間経過と共にスムーズにディケイし、暖かみのある自然なサウンドになります。また、プリディレイタイム

を調整してルームサイズの広がり感を与えることができます。

リバーブエフェクトに比べ、フルリバーブエフェクトの方がオプションが豊富で、オーディオレンダリングが優れています。すばやく調整するに

は、オプションの少ないリバーブエフェクトの方が好都合でしょう。

リバーブエフェクトには相当の処理能力が必要です。リアルタイムのマルチトラックでの使用では、このエフェクトをプリレンダリングす

るか、代わりにスタジオリバーブを使用します（トラックエフェクトのプリレンダリングによるパフォーマンスの向上を参照してください）。

リバーブの余韻が無限（約 -96 dB）に小さくなるまでにかかる時間をミリ秒単位で指定します。ルームサイズが小さい場合は
400 未満に設定し、ルームサイズが中程度の場合は 400 ～ 800、コンサートホールなどルームサイズが非常に大きい場合は 800 より大きい値を設
定します。例えば、3000 ミリ秒に設定すると巨大円形劇場のようなリバーブ余韻を作成できます。
ヒント：エコーとリバーブの両方が生じるようなルーム特性をシミュレートする場合は、先にエコーエフェクトを使用してルームの「サイズ」を

確立してから、リバーブエフェクトを使用して自然なサウンドに仕上げます。ディケイタイムを 300 ミリ秒まで短く設定しても、ドライサウンド
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プリディレイタイム

ディフュージョン

知覚

ドライ

ウェット

入力をミックス

トップへ戻る

ルームサイズ

ディケイ

初期反射音

ステレオ幅

高周波数カット

低周波数カット

減衰

ディフュージョン

ドライ

に広がりの印象を与えることができます。

リバーブが最大振幅に達するまでにかかる時間をミリ秒単位で指定します。ディケイタイムが短い場合は、プリディレイタイ

ムに指定する時間も短くする必要があります。通常、「ディケイタイム」が望ましい値である限り、10 ％前後が適しています。ただし、プリディ
レイタイムを長く、ディケイタイムの長さを短くすることで、特徴のあるエフェクトを作成できます。

自然な吸収をシミュレートし、リバーブのディケイに伴って高周波数が減衰するようにします。吸収時間を速くすると、家具や

カーペットで装飾され、人で賑わったルーム特性（ナイトクラブや劇場など）をシミュレートできます。吸収時間を遅くすると（特に 1000 ミリ秒
より上）、人の少ない講堂など、高周波数の反射が多いルーム特性をシミュレートできます。

ルーム内の反射特性を変更します。値を小さくすると、リバーブが非常にスムーズになり、エコーはあまり目立たなくなります。値を大きく

すると大きなルームのシミュレーションとなって、リバーブ振幅の変化も大きくなり、目立つ反射音が続くことで広い空間の雰囲気が加わりま

す。

ヒント：知覚を 100 に設定し、ディケイタイムを 2000 ミリ秒以上にすると、特徴のある峡谷のようなエフェクトが得られます。

出力に対するソースオーディオの比率を設定します。ほとんどの場合は 90 ％の値が適切です。音に広がりを持たせるには、ドライの比率
を高く設定します。特殊な効果を持たせたい場合は、ドライの比率を低く設定します。

出力に対するリバーブの比率を設定します。トラックに広がりを持たせるには、ウェットの比率をドライの比率よりも低くします。オー

ディオソースから遠く離れた環境をシミュレートする場合には、ウェットの比率を高くします。

処理を開始する前に、ステレオまたはサラウンド波形のチャンネルを結合します。このオプションを選択すると処理速度を上げる

ことができますが、選択しない方が豊かで広がりのあるリバーブが得られます。

スタジオリバーブエフェクト

リバーブ／スタジオリバーブエフェクトでは、その他のリバーブエフェクトと同様にアコースティック空間をシミュレートできます。ただし、畳

み込みを使用しないため、他のリバーブエフェクトよりも高速で処理の負荷も重くありません。そのため、トラックのエフェクトをプリレンダリ

ングする必要がなく、マルチトラックエディターで手軽かつ効果的にリアルタイムの変更を加えることができます。

ルームサイズを設定します。

リバーブディケイの量をミリ秒単位で調整します。

最初に耳に届くエコーの比率をコントロールし、ルームサイズ全体の広がり感を出します。値を大きくしすぎると人工的な音になり、

小さくしすぎるとルームサイズのオーディオキューが失われます。最初はオリジナル信号のボリュームの 1/2 程度を基準に調整していくことをお
勧めします。

ステレオチャンネル間の広がりを制御します。0 ％ではモノラルのリバーブ信号が生成され、100 ％ではステレオ再生の分離度が最大
限になります。

リバーブを発生させるオーディオ周波数の上限を指定します。

リバーブを発生させるオーディオ周波数の下限を指定します。

リバーブ信号の高周波数に対し時間経過に従って適用する減衰の量を調整します。比率を高くするほど、減衰が進み、暖かみのあるリバーブ

トーンが得られます。

リバーブ信号がカーペットやカーテンなどで反射する際の吸収をシミュレートします。値を小さくするほどエコーが増え、値を

大きくするほど、エコーが減少してスムーズなリバーブが得られます。

エフェクトをかけた出力に対するソースオーディオの比率を設定します。
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ウェット

トップへ戻る

入力、センター

入力、LFE

インパルス

ルームサイズ

低域ダンピング

高域ダンピング

プリディレイ

フロント幅

サラウンド幅

C ウェットレベル

L/R バランス

F/B バランス

ウェット/ドライミックス

ゲイン

出力に対するリバーブの比率を設定します。

サラウンドリバーブエフェクト

リバーブ／サラウンドリバーブエフェクトは、主に、5.1 のソースを対象としていますが、モノラルソースまたはステレオソースにもサラウンドの
雰囲気を提供することができます。波形エディターで編集／サンプルタイプを変換を選択すると、モノラルまたはステレオファイルを 5.1 に変換
できるので、サラウンドリバーブを適用できます。マルチトラックエディターでは、モノラルトラックまたはステレオトラックを 5.1 バスに送信
したり、サラウンドリバーブを使用してマスタリングしたりできます。

処理対象の信号に含まれるセンターチャンネルの割合を特定します。

他のチャンネルのリバーブを励起するために使用する低周波数拡張チャンネルの割合を特定します（LFE 信号自体はリバーブされませ
ん）。

注意：このエフェクトでは、L、R、リアのサラウンドチャンネルに常に 100 ％が入力されます。

アコースティック空間をシミュレートするファイルを指定します。6 チャンネルのカスタムインパルスファイルを WAV または AIFF
形式で追加するには、「読み込み」をクリックします。

インパルスファイルで定義したフルルームサイズをパーセンテージ単位で指定します。パーセンテージが大きいほど、リバーブは長

くなります。

リバーブ内の低域の強調された低周波数帯を減衰することにより、音の濁りの発生を抑え、クリアで鮮明なサウンドを生成しま

す。

リバーブ内の瞬間的な高周波数帯を減衰することにより、耳障りな音の発生を抑え、暖かみのある豊かなサウンドを生成します。

リバーブが最大振幅に達するまでにかかる時間をミリ秒単位で指定します。最も自然なサウンドを生成するには、0 ～ 10 ミリ秒の
短いプレディレイを指定します。特徴のある特殊効果を生成するには、50 ミリ秒以上の長いプリディレイを指定します。

フロントの 3 チャンネルに広がるステレオを制御します。
幅の設定値を 0 にすると、モノラルのリバーブ信号が生成されます。

リアのサラウンドチャンネル（L と R）に散在しているステレオを制御します。

センターチャンネルに追加されるリバーブの量を制御します（このチャンネルにはダイアログが含まれていることが多いため、

通常はリバーブを低くする必要があります）。

フロントおよびリアのスピーカーの、左右のバランスを制御します。100 を指定するとリバーブは L のみに出力され、-100 を指定
すると R のみに出力されます。

左右のスピーカーの、前後のバランスを制御します。100 を指定するとリバーブはフロントのみに出力され、-100 を指定するとリア
のみに出力されます。

リバーブのかかったサウンドとオリジナルのサウンドの比率を制御します。100 を設定すると、リバーブのみが出力され
ます。

処理後に、振幅をブーストまたは減衰します。

以下も参照してください。

マルチトラックエディターでのエフェクトの適用

エフェクトプリセットの使用

マルチトラックエディターでのエフェクトの適用
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エフェクトプリセットの使用

グラフによるエフェクト設定のコントロール

マルチトラックエディターでのエフェクトの適用

エフェクトプリセットの使用

マルチトラックエディターでのエフェクトの適用

エフェクトプリセットの使用

マルチトラックエディターでのエフェクトの適用
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スペシャルエフェクト

注意：

トップへ戻る

リンク 

正と負のグラフ

リセット

カーブスムージング

タイムスムージング

dB 範囲

リニアスケール

ポストフィルター DC オフセット

トップへ戻る

歪みエフェクト

ドップラーシフター（プロセス）エフェクト

ギタースイートエフェクト

マスタリングエフェクト

ラウドネスレーダーメーターエフェクト

ボーカル強調エフェクト

スペシャルエフェクトにはモノラルまたはステレオのオーディオが必要です。5.1 サラウンドはサポートされていません。

歪みエフェクト

スペシャル／Distortion エフェクトを使用して、カーオーディオの音割れ、覆いのかかったマイク、アンプの過大入力などのエフェクトをシミュ
レートします。

正と負のグラフで同一のカーブを作成します。

正と負それぞれのサンプル値のディストーションカーブを指定します。 水平ルーラ（x 軸）は入力レベルのデシベル値を表し、垂
直ルーラ（y 軸）は出力レベルを表します。 デフォルトの斜線は、入力値がそのまま出力値となる無加工の信号を表しています。
グラフ上の線をクリックしてポイントを作成し、ドラッグして調整します。 ポイントを削除するには、ポイントをグラフの外までドラッグしま
す。

グラフを別のグラフにコピーするには、グラフ間の矢印ボタンをクリックします。

グラフを歪みがないデフォルトの状態に戻します。

コントロールポイント間に曲線のトランジションを作成します。デフォルトのリニアトランジションより自然な歪みが得られ

る可能性があります。

歪みが入力レベルの変更に反応するまでの時間を指定します。 レベルの測定は低周波数の要素に基づいており、よりソフトで
音楽的な歪みが作成されます。

グラフの振幅範囲を変更し、指定した範囲に歪みを限定します。

グラフの振幅スケールを、対数のデシベルからノーマライズ値に変更します。

歪み処理によるサンプルのオフセットを補正します。 この概念を理解するには、正しい DC オフセットを参照
してください。このようなオフセットにより、ポップノイズやクリックノイズが編集時に発生する場合があります

ドップラーシフター（プロセス）エフェクト

スペシャル／ドップラーシフター（プロセス）エフェクトを使用すると、対象物が近づいてから去っていくように感じるピッチの増減（通り過ぎ

るパトカーのサイレンなど）を作成できます。自動車がこちらに向かってくるときは、自動車の前進によって音の波が圧縮されるので、耳に届く

音の周波数は実際よりも高くなります。逆に車が遠ざかるときには反対の現象が生じるので、波形が引き伸ばされてピッチの低い音になります。
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注意：

パスのタイプ

距離または方向に基づいてボリュームを調整

品質レベル

トップへ戻る

コンプレッサー

フィルター

種類

周波数

レゾナンス

ディストーション

アンプ

ミックス

Adobe Audition のエフェクトで使用される多くのグラフとは異なり、ドップラーシフターグラフは対話形式ではないので、直接操作するこ
とはできません。このグラフは、エフェクトのパラメータを調整するとそれに従って変化します。

音源が移動するように感じさせるパスを指定します。パスのタイプによって、使用できるオプションは異なります。 

直線のオプション

開始距離でエフェクトの仮想的な開始点をメートル単位で設定します。

速度でエフェクトの仮想的な移動速度をメートル/秒単位で定義します。
進入角度でエフェクトの出現位置の方向を度単位で設定します。

前側通過位置でエフェクトがリスナーの前を通過しているような効果を作る場合のリスナーとの距離をメートル単位で指定します。

右側通過位置でエフェクトがリスナーの右を通過しているような効果を作る場合のリスナーとの距離をメートル単位で指定します。

円のオプション

半径でエフェクトの円のサイズをメートル単位で設定します。

速度でエフェクトの仮想的な移動速度をメートル/秒単位で定義します。
開始角度でエフェクトの仮想的な開始アングルを度単位で設定します。

前側中心位置で音源の中心をリスナーの前方どれくらいの距離に置くかをメートル単位で指定します。

右側中心位置で音源の中心をリスナーの右方どれくらいの距離に置くかをメートル単位で指定します。

指定した値に基づいて、エフェクトのボリュームが自動的に調整されます。

処理品質を 6 段階で指定します。品質レベルが低いほど処理時間は短くなりますが、高い方が一般に品質の良い結果が得られます。 

ギタースイートエフェクト

スペシャル／ギタースイートエフェクトを使用すると、ギタートラックのサウンドを最適化および改変する一連のプロセッサを適用できます。コ

ンプレッサーステージでは、ダイナミックレンジを縮小し、より強いインパクトのあるタイトなサウンドを生成します。フィルター、ディストー

ションおよびボックスモデラーの各ステージでは、ギタリストが表現力豊かでアーティスティックな演奏をするためによく使用するエフェクトを

シミュレートします。

ギタースイートをボーカル、ドラム、その他のオーディオに適用すると、テクスチャ効果が得られます。

ダイナミックレンジを縮小して振幅を一定に保ち、ギタートラックがミックス内で引き立つようにします。

リゾネータからトークボックスまで、様々なギターフィルターをシミュレートします。このメニューからオプションを選択し、以下の

オプションを設定します。

フィルターする周波数を指定します。高周波数をフィルターするには「ローパス」を、低周波数をフィルターするには「ハイパス」

を、センター周波数の上下をフィルターするには「バンドパス」を指定します。

ローパスおよびハイパスフィルターの場合はカットオフ周波数、Bandpass フィルターの場合はセンター周波数を指定します。

カットオフ周波数付近の周波数をフィードバックします。低い設定で使用すると明瞭さが加わり、高い設定で使用すると笛の

ような倍音が加わります。

ギターソロでよく使用される鋭い表現をサウンドに加えます。ディストーションの特性を変更するには、種類メニューからオプ

ションを選択します。

ギタリストが独自のトーンを作成するために使用する、アンプとスピーカーの様々な組み合わせをシミュレートします。

処理済みのオーディオとオリジナルのオーディオの比率を制御します。
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トップへ戻る

イコライザ

グラフ

ローシェルビングおよびハイシェルビング

ピーキング

Hz

dB

Q

リバーブ

エキサイタ

ステレオ幅

リミッタ

出力ゲイン

トップへ戻る

マスタリングエフェクト

マスタリング（Mastering）とは、ラジオ、ビデオ、CD、Web などの特定のメディア用にオーディオファイルを最適化する処理全体を意味しま
す。Adobe Audition では、スペシャル／Mastering エフェクトを使用してオーディオのマスタリングをすばやく実行できます。

オーディオをマスタリングする前には、最終的なメディアの必要条件を検討してください。例えば、最終的なメディアが Web である場合、ファイ
ルは低音の再現性の低いコンピュータのスピーカで再生される可能性が高くなります。これを補うために、マスタリング処理のイコライゼーショ

ンの工程で、低周波域を重視して調整することができます。

全体的な音調バランスを調整します。

周波数を水平ルーラー（x 軸）に、振幅を垂直ルーラー（y 軸）にして、特定の周波数での振幅の変化を表すカーブを表示します。
グラフ内の周波数は最低周波数から最高周波数へと対数形式（オクターブごとに均等な間隔）で表示されます。

グラフ上のコントロールポイントをドラッグして、次の設定を視覚的に調整します。

周波数スペクトルのいずれかの端でシェルビングフィルターをアクティブにします。

周波数スペクトルの中央でピーキングフィルターをアクティブにします。

各周波数バンドのセンター周波数を指定します。

各周波数バンドのレベルを指定します。

影響を受ける周波数バンドの幅を制御します。Q に 3 以下の小さい値を指定すると、より広範囲の周波数に影響するので、全体的な
オーディオ品質を向上する場合に最適です。Q に 6 ～ 12 の大きい値を指定すると、非常に狭いバンドにのみ影響するので、60 Hz のハム
ノイズなど、問題のある特定の周波数を削除する場合に最適です。

残響効果を追加します。適用量スライダーをドラッグして、元のサウンドとリバーブサウンドの比率を変更します。

高周波数の倍音が誇張され、明瞭度と透明度が向上します。モードオプションには、軽いディストーション向けのレトロ、明るいトー

ン向けのテープ、およびダイナミックですばやい応答向けのチューブなどがあります。適用量スライダーをドラッグし、処理のレベルを調整しま

す。

ステレオイメージを調整します（モノラルオーディオの場合は無効）。幅スライダーを左にドラッグすると、イメージは狭くなり、中

央にフォーカスが集まります。スライダーを右にドラッグすると、イメージは拡張され、個々のサウンドの空間的な広がりが強調されます。

ダイナミックレンジを縮小するリミッタを適用し、知覚上のレベルをブーストします。0 ％の設定が元のレベルに相当し、100 ％に設定
するとリミッタの強さが最大になります。

処理後の出力レベルを指定します。例えば、EQ 調整による全体的なレベル低下を補うには出力ゲインをブーストします。

ラウドネスレーダーメーターエフェクト

TC Electronic Loudness Radar Meter プラグインは、ピーク、平均、および範囲のレベルについての情報を提供します。 Loudness
History、Momentary Loudness、True-peak Level および柔軟な識別子を組み合わせて、ラウドネスの概要が 1 つのビューにまとめられます。時間
の経過に伴うラウドネスの変化がわかりやすく表示されるレーダースイープビューも利用できます。エフェクト／スペシャル／Loudness Radar
Meterを選択します。

設定
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Target Loudness

Radar Speed

Radar Resolution

Momentary Range

Low Level Below

Loudness Unit

Loudness Standard

ピークインジケーター

トップへ戻る

男性

女性

音楽

ターゲットラウドネス値を定義します

各レーダースイープの時間を制御します

レーダービューで各同心円間のラウドネスの差異を設定します。

瞬間の範囲を設定します。EBU +9。通常のブロードキャストに使用される狭いラウドネスの範囲を示します。EBU +18 はドラ
マや音楽に使用される広いラウドネスです。

瞬間のラウドネスリングの緑色と青色の間のシフトを設定します。これは、レベルがノイズフロアレベルより下の可能性がある

ことを示します。

レーダーに表示するラウドネスの単位を設定します。

LKFS：国際電気通信連合（ITU）によって指定されたラウドネスの単位。
LUFS：ヨーロッパ放送連合（EBU）によって指定されたラウドネスの単位。
LU：EBU および ITU に準拠したターゲットに関連するラウドネスの単位。 

ラウドネス標準を指定します。

BS.1770-3：この ITU 標準はブロードキャストラウドネスおよび実際のピークレベルの測定に関するものです。この標準ではラウドネスの測
定に Leq(K) を使用します。
Leq(K)：ラウドネスは K-weighting を採用している Leq 測定に基づきます。K-weighting は Communications Research Center（カナダのオ
タワ州にある連邦研究施設）で開発された特定の周波数の重み付けです。

最大の実際のピークレベルを設定します。この値を超える場合、ピークインジケーターがアクティベートされます。

ボーカル強調エフェクト

スペシャル／ボーカル強調エフェクトを使用すると、ボイスオーバー録音の品質を簡単に向上できます。「男性」モードと「女性」モードでは、

低音域のうなり音などのマイクハンドリングノイズに加え、歯擦音や破裂音も自動的に低減されます。また、これらのモードはマイクモデリング

や圧縮も適用することで、ボーカルを特徴あるラジオ風のサウンドに加工できます。「音楽」モードでは、ボイスオーバー向きにサウンドトラッ

クを最適化します。

男声用にオーディオを最適化します。

女声用にオーディオを最適化します。

楽曲やバックグラウンドオーディオに圧縮とイコライゼーションを適用します。

波形エディターでのエフェクトの適用

オーディオをリストアする方法

複数のファイルでのボリュームの一致
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ステレオイメージエフェクト

トップへ戻る

「抽出」タブ

抽出

周波数範囲

「識別」タブ

クロスオーバーの拡散

フェーズの識別

「振幅の識別」と「振幅の帯域幅」

スペクトルディケイレート

センターおよびサイドチャンネルレベル

詳細オプション

センターチャンネルエクストラクターエフェクト
Graphic Phase Shifter エフェクト
Stereo Expander エフェクト

スピーカーから出力されるサウンドが特定の場所にあるように感じる聴覚上の位置、つまり「ステレオイメージ」を変更できるエフェクトがいく
つか用意されています。

センターチャンネルエクストラクターエフェクト

ステレオイメージ／センターチャンネルエクストラクターエフェクトでは、L/R 両方のチャンネルに共通する周波数（つまり、センターにパンされ
るサウンド）を維持または削除します。多くの場合、ボイス、ベースおよびリード楽器は、この方法で録音されます。このエフェクトを使用する
と、ボーカル、ベース、キックドラムなどのボリュームを上げることや、そのいずれかを削除してカラオケミックスを作成することができます。

特定のプロパティに一致するオーディオだけを抽出します。

対象とするオーディオに応じて、「センター」、「L」、「R」、「サラウンド」のいずれかのチャンネルを選択するか、「カスタ
ム」を選択して、抽出または削除するオーディオのフェーズ角度、パンの比率、ディレイ時間を指定します（「サラウンド」オプション
は、L および R チャンネル間でフェーズが完全にずれているオーディオを対象とします）。

抽出または削除する範囲を設定します。定義済みの範囲として、「男性の声」、「女性の声」、「バス」および「フルスペク
トル」があります。周波数範囲を定義する場合は、「カスタム」を選択します。

センターチャンネルを識別するのに役立つ設定が含まれています。

スライダーを左へ動かすとオーディオが拡散し、人工的な効果は薄れます。スライダーを右へ動かすと、センター
チャンネルマテリアルとミックスとの分離がさらに強調されます。

一般的には、センターチャンネルを抽出する場合は高い値、センターチャンネルを削除する場合は低い値が適していま
す。値を低くすると拡散が大きくなり、ミックスからボーカルを分離するには効果的でない可能性がありますが、すべてのセンターマテリ
アルをキャプチャする場合には効果的です。通常は 2 ～ 7 に設定します。

L/R チャンネルの混合をとり、完全にフェーズのずれた第 3 のチャンネルを作成します。このチャン
ネルは同じような周波数を削除するために使用されます。各周波数の振幅が同じくらいである場合は、両チャンネル間に共通するオーディ
オも考慮されます。「振幅の識別」と「振幅の帯域幅」の設定値を小さくすると、より多くのマテリアルをミックスからカットできます
が、ボーカルもカットしてしまう可能性があります。値を大きくすると、抽出処理がマテリアルのフェーズに依存する度合いが大きく、
チャンネル振幅に依存する度合いが小さくなります。通常、「振幅の識別」は 0.5 ～ 10 に設定し、「振幅の帯域幅」は 1 ～ 20 に設定し
ます。

高速に処理する場合は、0 ％に設定しておきます。バックグラウンドのディストーションをスムージングする
には、80 ～ 98 ％に設定します。

選択した信号を抽出または削除する程度を指定します。マテリアルを追加するには、スライダーを上に動
かします。

三角形をクリックすると、次の設定が可能になります。
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FFT サイズ

オーバーレイ

ウィンドウ幅

トップへ戻る

フェーズシフトグラフ

周波数スケール

範囲

チャンネル
注意：

FFT サイズ

トップへ戻る

センターチャンネルパン

ステレオ拡張

高速フーリエ変換のサイズを指定します。値を小さくすると処理速度が増し、値を大きくすると品質が向上します。通
常、4096 ～ 8192 に設定します。

オーバーラップする FFT ウィンドウの数を設定します。オーバーレイを多くすると、スムーズさが増し、コーラスのような
エフェクトが得られますが、処理時間がかかります。オーバーレイを少なくすると、泡のような音のバックグラウンドノイズが入りま
す。3 ～ 9 の値が適切です。

各 FFT ウィンドウの幅をパーセントで指定します。30 ～ 100 ％の値が適切です。

Graphic Phase Shifter エフェクト

ステレオイメージ／Graphic Phase Shifter エフェクトを使用すると、グラフにコントロールポイントを追加することによって波形の形状を調整で
きます。

ポイント編集ダイアログボックスにアクセスし、数値を詳細に指定するには、ポイントを右クリックします。

水平方向のルーラー（x 軸）は周波数を表し、垂直方向のルーラー（y 軸）は位相をシフトする角度を表します。ゼロの場
合は、フェーズシフトなしになります。疑似ステレオ効果を作るには、ジグザグのパターンを作成し、一方のチャンネルでハイエンドをより極端
にします。

水平方向ルーラー（x 軸）の値を、リニアまたは対数のスケール上で設定します。「対数」は、低周波数域を細かく調整するとき
に選択します（対数スケールには、人間の聴覚における周波数強調がより忠実に反映されます）。「リニア」は、高周波数域を細かく調整すると
きに選択します。

垂直方向ルーラー（y 軸）の値を 360°または 180°スケール上で設定します。

フェーズシフトを適用するチャンネルを指定します。
最適な結果を得るには、1 つのチャンネルだけを処理してください。同一のフェーズシフトを 2 つのステレオチャンネルに適用した場合

は、生成されたファイルの音は両方ともまったく同じに聞こえます。

高速フーリエ変換のサイズを指定します。サイズを大きくするほど、正確な結果が得られますが、処理時間は長くなります。

Stereo Expander エフェクト

ステレオイメージエフェクトは、ステレオイメージの配置と拡張のために使用します。ステレオエクスパンダーは VST ベースなので、マスター
ラックやエフェクトラックの他のエフェクトと組み合わせることができます。マルチトラックビューでは、オートメーションレーンを使用してエ
フェクトを時間と共に変化させることもできます
エフェクト／ステレオイメージ／ピッチベンダーを選択し、次のオプションを設定します：

ステレオイメージのセンターを、ハード L（-100 ％）からハード R（100 ％）までの任意の位置に合わせることができま
す。

ステレオイメージを「狭い」、「標準」（0）から「広い」（300）まで拡張できます。「狭い」と「標準」は、オリジナルの未処理
オーディオを反映しています。

以下も参照してください。
マルチトラックエディターでのエフェクトの適用
エフェクトプリセットの使用
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タイムおよびピッチ操作エフェクト

トップへ戻る

スケール

キー

アタック

感度

リファレンスチャンネル

FFT サイズ

キャリブレーション

補正メーター

トップへ戻る

Automatic Pitch Correction エフェクト
手動ピッチ補正エフェクト

Pitch Bender エフェクト
ピッチシフター

ストレッチとピッチエフェクト（波形エディターのみ）

Automatic Pitch Correction エフェクト

Automatic Pitch Correction エフェクトは、波形エディターとマルチトラックエディターの両方で使用できます。マルチトラックエディターでは、
そのパラメーターをキーフレームおよび外部コントロールサーフェスを使用して時間の経過に従って自動化することができます。

エフェクト／タイムとピッチ／Automatic Pitch Correction を選択し、次のオプションを設定します。

マテリアルに最適なスケールのタイプを指定します:メジャー、マイナー、またはクロマチック。「メジャー」または「マイナー」は音符
を音楽の特定のキーに修正します。「クロマティック」はキーに関係なく、最も近い音符に修正します。

補正後のマテリアルに使用するキーを指定します。このオプションは、「スケール」で「メジャー」または「マイナー」を指定した場合のみ

使用できます（「クロマチック」では 12 音階すべてが対象となり、キーは関係ありません）。
音階とキーの組み合わせにより、調記号が決まります。

ピッチをスケール音階に対して補正する速度を制御します。速度の速い設定は通常、テンポの速いスタッカートの節のように、短い長さ

の音符に最適です。アタックを極端に速くすると、ロボットの合成音声のようなエフェクトが得られます。音符が長く持続する場合（ビブラート

のかかった息の長いボーカルラインなど）は、アタックを遅くすると、自然な印象を与える補正結果を得ることができます。ソースマテリアルで

は音楽のパフォーマンス全体を変更できるため、短い音楽のフレーズを個別に修正することによって、最適な結果が得られます。

音符が修正されなくなるしきい値を定義します。「感度」の値はセント単位で指定します（1 セミトーンは 100 セント）。例えば、「感度」
の値を 50 セントに設定した場合、音が自動補正されないようにするには、ターゲットとなるスケール音程との差が 50 セント（セミトーンの 2 分
の 1）以内である必要があります。

ピッチの変更が最も明瞭なチャンネルを選択します。このエフェクトは選択したチャンネルだけを分析しますが、ピッチ

の修正をすべてのチャンネルに手動で適用します。

エフェクトで処理するデータの各ピースにフーリエ変換サイズを設定します。通常、高い周波数の補正には小さい値が適しています。

音声の場合、2048 または 4096 に設定すると、最も自然に聞こえます。短い、スタッカートの音符や打楽器のようなオーディオの場合は、1024
に設定してみてください。

ソースオーディオの調整標準を指定します。西洋音楽では、標準の A4 が 440 Hz です。ただし、ソースオーディオが別の標
準を使用して録音された可能性があるため、410 ～ 470 Hz の A4 値を指定できます。

オーディオをプレビューする場合、フラットなトーンやシャープなトーンの修正量が表示されます。

手動ピッチ補正エフェクト

Manual Pitch Correction エフェクトでは、「スペクトルピッチの表示」でピッチを視覚的に調整できます。「スペクトルピッチの表示」では、基
本ピッチを明るい青の線で、倍音を黄色から赤の色相で示します。修正されたピッチは明るい緑色の線で表示されます。

131



リファレンスチャンネル

スプラインカーブ

ピッチ曲線の解像度

トップへ戻る

ピッチ

画質

範囲

Manual Pitch Correction エフェクトを使用せずに、いつでもピッチを視覚的に監視できます。オプションバーの「スペクトルピッチを表示」ア
イコン <<ICON>> をクリックします。解像度、デシベル範囲およびグリッド線をカスタマイズするには、「スペクトル表示」環境設定の「ピッ
チ表示」の設定を調整します。

1. エフェクト／タイムとピッチ／Manual Pitch Correction を選択します。

2. Manual Pitch Correction ウィンドウで、次のオプションを設定します。

ピッチの変更が最も明瞭なチャンネルを選択します。このエフェクトは選択したチャンネルだけを分析しますが、

ピッチの修正をすべてのチャンネルに手動で適用します。

エンベロープキーフレームを使用して時間経過と共に複数のピッチ修正を適用して、トランジションをスムーズにしま

す。

エフェクトで処理するデータの各ピースにフーリエ変換サイズを設定します。通常、高い周波数の補正には小さい値が

適しています。ボイスの場合は設定値を 2048 または 4096 にすると最も自然な結果が得られ、1024 にするとロボットの合成音声のような
エフェクトが得られます。

3. エディターパネルで、次のいずれかの操作を行います。

ピッチを均等に変更するには、ヘッドアップディスプレイで「ピッチを調整」つまみ <<ICON>> をドラッグします。
時間経過と共にピッチを変更するには、波形表示の中央にある黄色のエンベロープにキーフレームを追加します。

特定のピッチ範囲をズームインするには、「スペクトルピッチの表示」の右にある垂直ルーラーの中を右クリックしてドラッグします。

ズームレベルをリセットする、または表示するスケールをカスタマイズするには、ルーラーを右クリックしてポップアップメニューから

オプションを選択します。

Pitch Bender エフェクト

ピッチを変えるために時間をかけてテンポを変えるには、Pitch Bender エフェクトを使用します。 このエフェクトでは、Fade エフェクトや Gain
Envelope エフェクトに似た、波形全体にわたるキーフレーム編集エンベロープを使用します。

エフェクト／タイムとピッチ／Pitch Bender を選択し、次のオプションを設定します。

 

エディターパネルで、青のエンベロープ線をクリックしてキーフレームを追加し、キーフレームを上下にドラッグして振幅を変更します。

複数のキーフレームをすばやく選択、位置変更または削除するには、キーフレームを使用したオートメーションの調整を参照してください。

「スプラインカーブ」オプションを選択すると、キーフレーム間のトランジションを直線ではなく、よりスムーズな曲線にすることができま

す。グラフのスプラインカーブについてを参照してください。

品質レベルを設定します。品質レベルを高くするほど質の良いサウンドが得られますが、処理時間は長くなります。品質レベルを低くするほ

ど、不要な歪みが増えますが、処理時間は短くなります。通常、「中品質」以上のレベルを指定すれば歪みは気にならなくなります。ピッチをシ

フトアップするときにエイリアシングの発生を抑えることはできませんが、ピッチをシフトダウンするときの歪みは、品質レベルを上げるほど格

段に少なくなります。

垂直定規（y 軸）のスケールを半音（1 オクターブは 12 半音）または bpm（拍/分）で設定します。セミトーンを選択した場合、ピッチは対
数的に変化し、シフトアップまたはシフトダウンはセミトーン数で指定できます。bpm を選択した場合、ピッチは直線的に変化し、範囲とベース
テンポの両方を指定する必要があります。別のレートに変更する際は、選択範囲のテンポを正確に指定することができますが、必須ではありませ

ん。
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トップへ戻る

ピッチトランスポーズ

精度

ピッチ設定

トップへ戻る

注意：

アルゴリズム

精度

変更後のデュレーション

変更後のデュレーションとストレッチ設定をリンク

ピッチシフター

Pitch Shifter エフェクトでは音程を変更します。これはリアルタイムなエフェクトで、マスターラックやエフェクトラックの他のエフェクトと組み
合わせることができます。マルチトラックビューでは、オートメーションレーンを使用して、ピッチを時間と共に変化させることもできます。

エフェクト／タイムとピッチ／Pitch Shifter エフェクトを選択し、次のオプションを設定します。

ピッチを調整するオプションがあります。

半音 半音単位でピッチを置き換えます。これは二分音符に相当します（例えば、音符 C# は C より 1 半音分高い）。0 に設定すると、元の
ピッチのままです。+12 半音は 1 オクターブ高く、-12 半音は 1 オクターブ低くなります。
セント 半音より小さな単位でピッチを調整します。指定できる値の範囲は -100（1 半音低い）～ +100（1 半音高い）です。
比率 シフトした周波数と元の周波数の関係を指定します。指定できる値の範囲は 0.5（1 オクターブ低い）～ 2.0（1 オクターブ高い）です。

音質を決定します。設定を高くするほど処理に時間がかかります。8 ビットまたは低品質のオーディオには「低精度」を使用します。業務用
機材で録音したオーディオには「高精度」設定を使用します。

オーディオの一部だけを各設定で一度処理すると、音質と処理時間のバランスを確認することができ、どの精度を使用するのが最適かを簡単に

判断できます。

オーディオの処理方法を制御します。

スプライシング周波数 オーディオデータの各チャンクサイズを指定します（Pitch Shifter エフェクトはオーディオを細かいチャンクに分割し
て処理します）。値が大きいほど、ストレッチされたオーディオは時間経過に沿って正確に配置されます。ただし、値を上げるほど偽音の発

生は目立つようになります。高い精度では、スプライシング周波数が低いと、音の繰り返しやエコーが生じる場合があります。周波数が極端

に高いと、甲高い金属音になることや、ボイスがトンネルにこもったような音質になることがあります。

オーバーラップ オーディオデータの各チャンクを前後のチャンクとどの程度オーバーラップさせるかを指定します。ストレッチによってコー
ラスのエフェクトが生じる場合は、「オーバーラップ」の比率を下げてください。それによりサウンドが途切れる場合は、途切れが生じる設

定値とコーラスが生じる設定値の中間に比率を調整します。値の範囲は 0 ～ 50 ％です。
適切なデフォルト設定を使用する スプライシング周波数とオーバーラップに適切なデフォルト値を適用します。

ストレッチとピッチエフェクト（波形エディターのみ）

タイムとピッチ／ストレッチとピッチエフェクトを使用すると、オーディオ信号のピッチおよびテンポのいずれか、または両方を変更できます。

例えば、テンポを維持したままで曲を高いピッチにトランスポーズすることや、ピッチを維持したままで音声のパッセージを遅くすることができ

ます。

このエフェクトにはオフライン処理が必要です。このエフェクトが開いている間は、波形の編集、選択範囲の調整、時間インジケーターの

移動はできません。

 

オーディオのストレッチとピッチのシフトを同時に実行する場合、またはストレッチまたはピッチの設定を時間経過と共に変更する

場合は、「IZotope Radius」を選択します。IZotope Radius アルゴリズムは、処理には時間がかかりますが、ノイズは減少します。

高い値を設定するほど品質は高くなりますが、処理に時間がかかります。

タイムストレッチ後のオーディオの長さを表します。「変更後のデュレーション」の値を直接調整することも、ストレッ

チの比率を変更することで間接的に調整することもできます。

ファイルを一定のデュレーションにストレッチすることが多い場合は、テンプレートアイコン をクリックして、今後使用するために設定を保存
します。テンプレートを複数のファイルに適用するには、ファイルのバッチ処理を参照してください。

カスタムまたはプリセットのストレッチ設定を無効にして、デュレーション調整から計算しま
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ストレッチ

ピッチシフト

最終ストレッチまたはピッチシフト（Audition アルゴリズム）

ストレッチとピッチシフトをリンク（IZotope アルゴリズム）

初期ストレッチとピッチシフトをリンク（Audition アルゴリズム）

詳細設定（IZotope Radius アルゴリズム）

ソロ楽器または声

スピーチの特性を維持

フォルマントシフト

ピッチコヒーレンス

詳細設定（Audition アルゴリズム）

スプライシング周波数

オーバーラップ

適切なデフォルトを選択

固定母音

す。

上記のオプションを選択すると、ラジオスポットを簡単に 30 秒または 60 秒の長さにすることができます。

処理対象のオーディオの長さを既存のオーディオと比べて短縮したり長くしたりします。例えば、オーディオのデュレーションを現在

のものから半分に短縮するには、「ストレッチ」の値として 50 ％を指定します。

オーディオの音調を上げたり下げたりします。半音は、鍵盤上の半音と同じです。

最初のストレッチまたはピッチシフトの設定を時間経過と共に変更して、最終的

に、最後に選択したオーディオサンプルの設定を適用します。

オーディオをストレッチしてピッチの変更を反映します。この逆の処理も可能で

す。

オーディオをストレッチしてピッチの変更を反映します。この逆の処理も可能

です。「最終ストレッチまたはピッチシフト」設定は影響を受けません。

三角形をクリックすると、次のオプションが表示されます。

ソロ演奏をより短時間で処理します。

スピーチのリアル感を維持します。

ピッチシフトでフォルマントを調整する方法を指定します。デフォルト値は 0 で、声質やリアル感を維持しつつピッ
チシフトと共にフォルマントを調整します。正の数値を設定すると声質が高くなります（例えば、男性の声が女性のようになります）。負

の値を設定すると、その逆になります。

ソロ楽器や声の音質を維持します。大きい値を設定すると、フェージングノイズは減少しますが、ピッチ変調が増加

します。

三角形をクリックすると、次のオプションが表示されます。

波形の引き延ばし処理時にピッチまたはテンポを維持するために使用する、オーディオデータのチャンクサイズを

指定します。値が大きいほど、ストレッチされたオーディオは時間経過に沿って正確に配置されます。ただし、レートが上がるほど偽音の

発生は目立つようになります。甲高い金属音になることや、トンネルにこもったような音質になることがあります。高い精度の設定では、

スプライシング周波数が低いと、音の繰り返しやエコーが生じる場合があります。

オーディオデータの各チャンクを前後のチャンクとどの程度オーバーラップさせるかを指定します。ストレッチによって

コーラスのエフェクトが生じる場合は、「オーバーラップ」の比率を下げてください。ただし、下げすぎるとサウンドに途切れが生じる可

能性があります。「オーバーラップ」の値は最高 400 ％まで設定できますが、テンポを非常に速く（200 ％以上）する処理の場合以外はお
勧めしません。

スプライシング周波数とオーバーラップに適切なデフォルト値を適用します。ピッチまたはテンポを維持する設

定では、このオプションが効果的です。

ストレッチされたボーカルの母音のサウンドを保持します。このオプションにはかなりの処理時間が必要です。大きな選択範囲

に適用する前に、小さな選択範囲で試してください。

以下も参照してください。

エフェクトプリセットの使用
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トーンとノイズを生成

トップへ戻る

カラー

スタイル

強さ

DC オフセット

デュレーション

ノイズを生成
トーンを生成

ノイズを生成

「ノイズ」コマンドを使用すると、様々なカラーのランダムノイズを生成できます（通例、ノイズのスペクトル構成を表すためにカラーが使用さ
れます。各カラーには、それぞれ独自の特性があります）。ノイズの生成は、滝などのやすらぎをもたらすサウンドを作成したり（Adobe Audition
のバイノーラル自動パンナーエフェクトでの使用に最適）、スピーカ、マイク、またはその他のオーディオシステムコンポーネントの周波数応答
を調べるために使用する信号を生成したりするのに便利です。

1. ノイズを挿入する位置にカーソルを置きます。または、既存の波形の一部を置換する場合は、対象となるオーディオデータの範囲を選択しま
す。

2. エフェクト／生成／ノイズを選択します。
3. 必要に応じてオプションを設定し、「OK」をクリックします。

ノイズのカラーを指定します。
ブラウンノイズ：スペクトル周波数が 1/f2 で、一般的な言い方をすると、ノイズの低周波数の要素が多いことを意味します。ブラウンノイズ
のサウンドは、雷や滝のように聞こえます。ブラウンノイズと呼ばれるのは、波形を見ると、ブラウン運動のカーブを描いているからです。
つまり、波形の次のサンプルは、前のサンプルに少量のランダムな値を加えたものになります。グラフ化した場合、この波形は山脈のように
見えます。
ピンクノイズ：スペクトル周波数が 1/f で、自然界に多く見られます。ピンクノイズは最も自然なノイズです。このサウンドをイコライジン
グすることによって、雨、滝、風、急流、およびその他の自然なサウンドを生成できます。ピンクノイズはブラウンノイズとホワイトノイズ
のちょうど中間に位置します。このため、英語で日焼けを意味する Tan からタンノイズと呼ばれていたこともありました。ピンクノイズは、
ランダムでも予測可能でもなく、フラクタルのように表示されます。ズームインした場合、振幅の小さい部分を除いて、そのパターンは
ズームアウトしたときと同じように見えます。
ホワイトノイズ：スペクトル周波数が 1 であり、すべての周波数の成分が同じ量だけ含まれています。人間の耳は高い周波数に対してより敏
感であるため、ホワイトノイズは甲高く聞こえます。Adobe Audition では、個々のサンプルに乱数値を使用することによってホワイトノイズ
を生成します。

ノイズのスタイルを指定します。
スペイシャルステレオ：3 つの一意のノイズソースを使用し、1 つは左から、1 つは中央から、1 つは右から聞こえるように空間的にエンコー
ディングして、ノイズを生成します。生成されたノイズをステレオヘッドフォンで聴くと、サウンドがすべての方向から聞こえるように感じ
ます。左のノイズソース中央部から右のノイズソース中央部までの距離を指定するには、ディレイ値をマイクロ秒単位で入力します。約 900
～ 1000 マイクロ秒が、感知できる最大ディレイに相当します。ディレイを 0 にすると、モノラルノイズと同等になり、L チャンネルと R
チャンネルが同じになります。
独立したチャンネル：各チャンネルに 1 つずつ、2 つの一意のノイズソースを使用してノイズを生成します。L チャンネルのノイズは、R
チャンネルのノイズとは完全に独立しています。
モノラル：単一のノイズソースを使用してノイズを生成します。L チャンネルと R チャンネルはそのソースに対して等しく設定されます。
反転：単一のノイズソースを使用してノイズを生成します（「モノラル」オプションと似ています）。ただし、L チャンネルのノイズは、R
チャンネルのノイズを完全に位相反転したものです。生成されたノイズをステレオヘッドフォンで聴くと、サウンドが外部からではなく、頭
の中から聞こえるように感じます。

ノイズの強さを 2 ～ 40 のスケールで指定します。強さの値を大きくすると、ノイズはより不規則になり、さらに荒く大きく聞こえます。

一定の DC（直流）の振幅をトンに追加し、指定されたパーセンテージで上または下にセンターをシフトして波形を表示します。

Adobe Audition で生成するノイズの秒数を指定します。
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トップへ戻る

スイープ周波数

基本周波数

変調深度

変調レート

波形

周波数コンポーネント

ボリューム

デュレーション

フェーズの開始場所

第 2 チャンネルのフェーズ差異

変更速度

DC オフセット

選択したオーディオに対して適用

トーンを生成  

エフェクト／生成／トーンを生成を選択すると、振幅および周波数に関連する複数の設定を使用して単純な波形を作成できます。生成されるトー
ンは、サウンドエフェクト編集の開始点として適しています。

「開始」タブ設定のトーンから「終了」タブ設定のトーンへのトランジションを実行します（波形は一定のままです）。

トーンの生成に使用されるメインの周波数を指定します。

ユーザー定義の範囲で基本周波数のピッチを変調します。例えば、100 Hz 設定の場合、オリジナルの周波数が - 50 Hz から + 50 Hz の
範囲で変調されます。

周波数の 1 秒あたりの変調数を指定します。振動するビブラートのエフェクトが生成されます。

次のいずれかのオプションを選択します。
「サイン波」および「逆サイン波」は、基本的な周波数を生成します。「種類」を 1.00 に設定すると、純音になります。これよりも低い値
を設定すると矩形波に近くなり、高い値を設定すると三角波に近くなります。
「三角波/ノコギリ波」は、「種類」設定が 50 ％では、奇数倍音のみを含む純粋な三角波形を生成します。この割合の設定を上下すると、奇
数倍音と偶数倍音の両方を含むノコギリ波形になります。
矩形波では奇数倍音のみが生成されます。「種類」設定が 50 ％の場合に純粋な矩形波となります。この設定を上下して、波形のデューティ
サイクルを 100 ％（平面ピーク値）と 0 ％（平面底値）の間で調整します（極端な値を設定すると、可聴クリック音のみが生成されます）。

基本的な周波数（基本周波数）に対して最大 5 つの倍音を追加します。スライダーの下で、それぞれの倍音に対して特定の
周波数を入力するか、基本的な周波数の倍数を指定します。次に、振幅スライダーを使用して、互いに比例した倍音のミキシングを行います。

エフェクトの総出力量を指定します。

生成されるトーンの長さを、現在タイムルーラーに指定されている形式で指定します。数値を右クリックして、「トーンを生成」
のそれぞれの時間形式を選択します。

次のオプションにアクセスするには、「詳細」をクリックします。

波形サイクルの開始場所を指定します。0°に設定すると、波形がゼロ交差点で開始します。90°に設定すると、波形が最大振
幅で開始します（可聴可能クリック音を生成します）。

ステレオチャンネルの相対的なフェーズを調整します。0 を設定すると、チャンネル全体がフェーズ内部に配置さ
れ、180 を設定するとチャンネル全体がフェーズ外部に配置されます。

ステレオオーディオファイルの 2 つのチャンネルの相対的なフェーズを、時間経過に伴って動的に変更します。例えば、「1 Hz」と入力
した場合、フェーズ差異は毎秒 360°のサイクルで変化します。

直流オフセットを追加して、波形の中心を指定した割合だけ上下に移動します。この調整値は、オーディオハードウェアのキャリ
ブレーションまたはハードウェアによるオフセットのシミュレーションを行うために使用します。

以下から選択します。
置き換え：既存のオーディオを、生成されたトーンに置き換えます。
変調：現在のトーン設定を使用して既存のオーディオのリング変調（乗算）を行います。このオプションは、特殊エフェクトを追加するのに
適しています。
変調解除：現在のトーン設定を使用して既存のオーディオのリング変調を解除します。このオプションは、ユニークなエフェクトを作成する
か、「変調」オプションを使用して以前に処理したオーディオをオリジナルの状態に戻す場合に使用します。
オーバーラップ：生成されたトーンを既存のオーディオにミキシングします。
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Manual Pitch Correction エフェクト（波形エディターのみ）

 

リファレンスチャンネル

スプラインカーブ

ピッチ曲線の解像度

Manual Pitch Correction エフェクトでは、「スペクトルピッチの表示」でピッチを視覚的に調整できます。「スペクトルピッチの表示」では、基
本ピッチを明るい青の線で、倍音を黄色から赤の色相で示します。修正されたピッチは明るい緑色の線で表示されます。

Manual Pitch Correction エフェクトを使用せずに、いつでもピッチを視覚的に監視できます。オプションバーの「スペクトルピッチを表示」ア
イコン <<ICON>> をクリックします。解像度、デシベル範囲およびグリッド線をカスタマイズするには、「スペクトル表示」環境設定の「ピッ
チ表示」の設定を調整します。

1. エフェクト／タイムとピッチ／Manual Pitch Correction を選択します。

2. Manual Pitch Correction ウィンドウで、次のオプションを設定します。

ピッチの変更が最も明瞭なチャンネルを選択します。このエフェクトは選択したチャンネルだけを分析しますが、
ピッチの修正をすべてのチャンネルに手動で適用します。

エンベロープキーフレームを使用して時間経過と共に複数のピッチ修正を適用して、トランジションをスムーズにしま
す。

エフェクトで処理するデータの各ピースにフーリエ変換サイズを設定します。通常、高い周波数の補正には小さい値が
適しています。ボイスの場合は設定値を 2048 または 4096 にすると最も自然な結果が得られ、1024 にするとロボットの合成音声のような
エフェクトが得られます。

3. エディターパネルで、次のいずれかの操作を行います。
ピッチを均等に変更するには、ヘッドアップディスプレイで「ピッチを調整」つまみ <<ICON>> をドラッグします。
時間経過と共にピッチを変更するには、波形表示の中央にある黄色のエンベロープにキーフレームを追加します。
特定のピッチ範囲をズームインするには、「スペクトルピッチの表示」の右にある垂直ルーラーの中を右クリックしてドラッグします。
ズームレベルをリセットする、または表示するスケールをカスタマイズするには、ルーラーを右クリックしてポップアップメニューから
オプションを選択します。

エディターパネルでのピッチの変更 
A. 「ピッチを調整」つまみでピッチを均等に変更します。 B. エンベロープ線上のキーフレームは時間経過と共にピッチを変更します。
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マルチトラックセッションのミキシング

セッションテンプレートのチュートリアル

Durin Gleaves（2012 年 5 月 7 日）
ビデオチュートリアル

共通のマルチトラックエレメントをすばやく作成します。

ハードウェアコントローラーと記録可能な自動機能

video2brain（2012 年 5 月 7 日）
ビデオチュートリアル

完全なミキシング機能。

マルチトラック編集の機能強化

video2brain（2012 年 5 月 7 日）
ビデオチュートリアル

スピーチの同調、サイドチェーンエフェクト、その他。

このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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マルチトラックエディターの概要

トップへ戻る

トップへ戻る

マルチトラックセッションについて
エディターパネルおよびミキサー内でのマルチトラックセッションの編集
マルチトラックエディターでの範囲選択
マルチトラックセッション用の開始オフセットおよび時間表示のカスタマイズ

マルチトラックセッションについて
マルチトラックエディターで、複数のオーディオトラックをミキシングすることにより、レイヤー構成のサウンドトラックを作成して精巧な音楽
制作を実現できます。無数のトラックを録音およびミキシングすることができ、各トラックには必要なだけのクリップを含めることができます。
制約となるのはハードディスクの容量とプロセッサの処理能力だけです。ミキシング結果が気に入ったら、ミックスダウンファイルを CD
用、Web 用などとして書き出せます。
マルチトラックエディターは非常に柔軟なリアルタイムの編集環境であるため、再生中に設定を変更したり、結果を即座に聞いたりできます。例
えば、セッションを聞きながら、トラックボリュームを調整して適切に他のトラックと調和させることが可能です。すべての変更は非恒久的な方
法で、つまりノンディストラクティブに実行されます。オリジナルのソースファイルは変更されないため、いつでも再ミックスすることができ、
エフェクトを自由に適用または削除して別の質感の音を作成できます。
Adobe Audition では、ソースファイルとミキシング設定に関する情報がセッションファイル（.sesx）に保存されます。ソースファイルのパス名と
ミキシングパラメータ（ボリューム、パン、エフェクトの設定など）が格納されているだけなので、セッションファイルは比較的小さなファイル
です。管理しやすいように、セッションファイルは参照するソースファイルと一緒に、セッション固有のフォルダに保存するようお勧めします。
そうしておけば、後で別のコンピュータにセッションを移動する必要が出てきた場合も、そのフォルダを移動するだけで済みます。

エディターパネルおよびミキサー内でのマルチトラックセッションの編集
マルチトラックエディターのエディターパネルには、セッションのミキシングおよび編集に役立ついくつかの要素が表示されます。左側のトラッ
クコントロールでは、ボリュームやパンなど、トラック固有の設定を調整できます。右側のタイムラインでは、各トラックのクリップおよびオー
トメーションエンベロープを編集できます。

マルチトラックエディターのエディターパネル
A. トラックコントロール B. ズームナビゲーター C. 垂直スクロールバー D. トラック

ミキサー（ウィンドウ／ミキサー）は、セッションのもう 1 つの表示方法で、クリップを表示せずにより多くのトラックとコントロールを同時に
表示します。ミキサーは、トラックの多い大きなセッションのミキシングに最適です。
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トップへ戻る

ミキサーのコントロール：
A. 入力 B. エフェクト C. SEND D. イコライゼーション E. ボリューム F. 出力

マルチトラックエディターでの範囲選択

エディターパネルで範囲とクリップを同時に選択

1. ツールバーで、時間選択ツール  を選択します。
2. エディターパネルで、次のいずれかの操作を行います。

範囲だけを選択する場合は、トラック表示部の何もない領域をクリックして、左右にドラッグします。
範囲とクリップを選択する場合は、クリップの中央をクリックして、長方形をドラッグします。

マルチトラックセッション用の開始オフセットおよび時間表示のカスタマイズ
1. エディターパネルで、トラック表示の空白領域をクリックして、クリップが選択されていないことを確認します。
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2. ウィンドウ／プロパティを選択します。
3. プロパティパネルで、次のオプションを調整します。
開始時間 開始時間オフセットを設定します。Adobe Audition 内のオーディオを、ビデオアプリケーションに表示される時間と一致させる際
に役立ちます。
詳細設定 アクティブなセッションの時間表示設定をカスタマイズするには、「時間形式」と「カスタムフレームレート」を設定します。詳
細については、時間表示形式の変更を参照してください。

関連項目
波形エディターとマルチトラックエディターの比較
新規のマルチトラックセッションの作成
マルチトラックセッションの保存
マルチトラッククリップの配置と変更
エンベロープでのミックスのオートメーション化

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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基本的なマルチトラックコントロール

トップへ戻る

トップへ戻る

ビデオ、オーディオ、バス、マスターの各トラックについて

モノラル、ステレオ、5.1 トラックの選択
トラックの追加または削除

トラックの名前指定または移動

トラックの垂直方向ズーム

トラックのミュートまたはソロ化

すべてのトラックに対する同じ設定の適用

トラックの出力ボリュームの設定

トラックのステレオ内でのパンニング

トラックの複製

ビデオ、オーディオ、バス、マスターの各トラックについて

マルチトラックセッションには、次の 4 種類のトラック形式を含めることができます。

ビデオトラック  には、読み込んだビデオクリップを挿入できます。セッションに含めることができるビデオトラックおよびクリップは一
度に 1 つです。ビデオパネル（ウィンドウ／ビデオ）でプレビューを表示することができます。

オーディオトラック  には、読み込んだオーディオか、現在のセッションで録音したクリップを挿入できます。最も多彩なコントロールを
備え、入力と出力を指定したり、エフェクトとイコライゼーションを適用したり、オーディオを SEND やバスにルーティングしたり、ミック
スをオートメーション化したりできます。

バストラック  では、複数のオーディオトラックや SEND の出力を統合し、一括して制御できます。

マスタートラック  は各セッションの最後であり、これにより複数のトラックとバスの出力を簡単に統合して単一のフェーダーで制御でき
ます。

詳しくは、バス、SEND およびマスタートラックへのオーディオのルーティングを参照してください。

モノラル、ステレオ、5.1 トラックの選択
マルチトラックセッションでサポートできるモノラル、ステレオ、5.1 のオーディオおよびバストラックの数に制限はありません。トラックを追加
するときは、マスタートラックの設定に基づいてチャンネル設定を選択します。

モノラルマスターの場合は、モノラルのオーディオおよびバストラックを追加します。

ステレオマスターの場合は、ステレオのオーディオおよびバストラックを追加します。ただし、モノラルソース（マイク 1 個の場合など）の
オーディオトラックを除きます。

5.1 マスターの場合は、ステレオのオーディオトラックと 5.1 のバストラックを追加します（適切なゲインステージングを維持するため）。
ただし、5.1 オーディオクリップがある場合は、5.1 オーディオトラックを追加して含めます。

トラックチャンネルを識別するには、エディターパネルまたはミキサーパネルのメーターを確認
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トップへ戻る

トップへ戻る

A. モノラル B. ステレオ C. 5.1

トラックの追加または削除

注意： マルチトラックセッションには、ビデオトラックを 1 つだけ含めることができます。ビデオトラックは常にエディターパネルの一番上に挿
入されます。

 エディターパネルまたはミキサーで、次の操作を行います。

トラックを追加するには、そのトラックの前のトラックを選択し、マルチトラック／トラックから、追加するトラックのタイプを選択しま

す。

トラックを削除するには、削除するトラックを選択し、マルチトラック／トラック／選択したトラックを削除を選択します。

詳しくは、以下を参照してください。

マルチトラックセッションへのオーディオファイルの挿入

トラックの名前指定または移動

トラックに他と区別しやすい名前を付けることや、関連付けられたトラックを一緒に表示するためにトラックを移動することができます。

エディターパネルまたはミキサーで、テキストボックスに名前を入力します。

エディターパネルでテキストボックスに名前を付ける

トラック名の左側にポインターを合わせ、エディターパネルで上または下にドラッグするか、ミキサーで右または左にドラッグします。

エディターパネルでトラックを移動する

トラックの垂直方向ズーム

エディターパネルの右下にある垂直方向のズームオプションを使用すると、すべてのトラックを同時にズームできます。ただし、セッションに多

くのトラックが含まれている場合、トラックを個別にズームしたいことがあります。

 その場合は、トラックコントロールで、トラックの上部または下部を上下にドラッグします。
すべてのトラックをすばやくズームするには、トラックコントロール上でマウスのホイールを回します。すべてのトラックコントロールを水平

方向にサイズを変更するには、右側の境界をドラッグします。
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トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

個々のトラックを垂直方向にズーム

その他のテクニックについては、エディターパネルでのズーム表示を参照してください。

トラックのミュートまたはソロ化

トラックをソロにして、選択したトラック以外をすべて無音にすることができます。逆に、トラックをミュートして、選択したトラックを無音に

することもできます。

トラックをミュートするには、エディターパネルまたはミキサーで、ミュートボタン  をクリックします。

トラックをソロにするには、エディターパネルまたはミキサーで、ソロボタン  をクリックしますソロモードから他のトラックを自動的に
削除するには、Ctrl キーを押しながらクリック（Windows）または Command キーを押しながらクリック（Mac OS）します。
ソロモードから他のトラックをデフォルトで削除するには、環境設定ダイアログボックスの「マルチトラック」セクションで、「トラック

ソロ」の「排他」を選択します（この設定にかかわらず、バスをソロにすると、割り当てられているトラックは常にソロモードになりま

す）。

すべてのトラックに対する同じ設定の適用

作業効率を上げるために、セッション全体に複数の設定をすばやく適用できます。

 Ctrl + Shift キー（Windows）または Command + Shift キー（Mac OS）を押しながら、トラックの「入力」、「出力」、「ミュート」、「ソ
ロ」、「録音用に準備」、「入力をモニター」のいずれかの設定を選択します。

詳しくは、以下を参照してください。

トラックの出力ボリュームの設定

 次の操作を必要に応じて実行します。

エディターパネルで、ボリュームノブ  をドラッグします。設定値を大きい単位で変更するには、Shift キーを押しながら操作します。非常
に小さい単位で設定を変更するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押しながら操作します。

ミキサーで、トラックフェーダーをドラッグするか、フェーダーの上または下をクリックして次の目盛りまで移動します。特定のポイントま

で移動するには、Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらフェーダーの上または下をクリックします。

Alt キー（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらノブおよびフェーダーを直接クリックすると、ゼロ（ユニティゲイン）に戻
ります。

トラックのステレオ内でのパンニング

 エディターパネルまたはミキサーで、パンノブ  をドラッグします。
設定値を大きい単位で変更するには、Shift キーを押しながら操作します。非常に小さい単位で設定を変更するには、Ctrl キー（Windows）または
Command キー（Mac OS）を押しながら操作します。

デフォルトでは、マルチトラックエディターでは均等出力方式を使用してパンニングが行われます。あるチャンネルを他のチャンネルよりわず

かにブーストさせることによって、知覚される音量が一定に維持されます。ブースト量を変更するか、対数パンニング（1 つのチャンネルを減
衰するだけ）に切り替えるには、マルチトラック環境設定のの「パンニングモード」を変更します。

トラックの複製

トラックに含まれるすべてのクリップ、エフェクト、イコライゼーションおよびエンベロープを完全にコピーするには、複製を使用します。別の
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調整を試す際には、まずトラックを複製することから始めると、処理やオートメーションの異なる設定を簡単に比較できるため非常に便利です。

1. エディターパネルまたはミキサーで、トラックを選択します。
2. マルチトラック／トラック／選択したトラックを複製を選択します。

関連項目

トラック設定のオートメーション化

マルチトラックエディターでのエフェクトの適用

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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マルチトラックルーティングおよび EQ コントロール
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トップへ戻る

トラックルーティングおよび EQ コントロールの表示と非表示
トラックに対するオーディオ入力および出力の割り当て
バス、SEND およびマスタートラックへのオーディオのルーティング
SEND の設定
トラックのイコライゼーション

トラックルーティングおよび EQ コントロールの表示と非表示
ルーティングおよび EQ コントロールは種類が多いため、最初は難しく感じられますが、各トラックのコントロールはまったく同じなので 1 つ覚
えてしまえば後は簡単です。

オーディオトラックコントロールの表示と非表示
A. エディターパネル B. ミキサー

 次のいずれかの操作を行います。
ミキサーの左側で、1 つ以上のコントロールセットに対して表示/非表示の三角形をクリックします。

エディターパネルの左上隅で、入力/出力ボタン 、エフェクトボタン 、SEND ボタン  または EQ ボタン  をクリックします。
エディターパネルで、トラックコントロールの右側または下部の境界をドラッグして、情報の表示量を変更します。

トラックコントロールの右側の境界をドラッグして、情報の表示量を変更

詳しくは、トラックの垂直方向ズームを参照してください。

トラックに対するオーディオ入力および出力の割り当て
 エディターパネルまたはミキサーの入力 / 出力エリア  で、次のいずれかの操作を行います。
入力メニューで、ハードウェア入力を選択します。
出力メニューで、バス、マスタートラックまたはハードウェア出力を選択します。
使用可能なハードウェアポートは、オーディオハードウェアの環境設定によって決まります（オーディオ入力および出力の設定を参照してくだ
さい）。
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詳しくは、以下を参照してください。

入力の極性反転
オーバーヘッドドラムマイクのような 1 対のステレオ入力にフェーズのずれがあると、切れ味の悪いサウンドになり、ステレオイメージが狭くな
ります。この問題を修正するには、一方の入力の極性を反転します。

 ミキサーの入力コントロール領域  で、極性反転ボタン  をクリックします。
オーディオのフェーズについては、音波の相互作用を参照してください。

バス、SEND およびマスタートラックへのオーディオのルーティング
バス、SEND およびマスタートラックでは、複数のトラックの出力を 1 組のコントロールにルーティングできます。これらのまとめたコントロー
ルを使用することで、セッションを効率的に編成し、ミキシングできます。
オーディオ、バス、またはマスタートラックの出力をファイルに保存するには、マルチトラックミックスダウンファイルの書き出しを参照して
ください。

トラックのオーディオルーティングの例
A. ボーカル B. ボーカルとギターの SEND を受信するリバーブバス C. ギター D. ドラム出力をまとめるドラムバス E. ハードウェアに直接出
力するバス F. マスタートラック G. ハードウェア出力

バストラックについて
バストラックを使用すると、複数のオーディオトラックや SEND の出力を統合して、一括して制御することができます。例えば、単一のフェー
ダーで複数のドラムトラックのボリュームを制御するには、すべてのトラックを 1 つのバスに出力します。また、システムのパフォーマンスを最
適化するには、単一のリバーブエフェクトをバストラックに適用し、複数のトラックからそのバスに SEND を出力します（複数のトラックに同じ
リバーブエフェクトを個別に適用すると、CPU リソースの使用効率が悪くなります）。
バストラックにはハードウェア入力がありませんが、それ以外はオーディオトラックの機能をすべて備えています。エフェクトとイコライゼー
ションを適用したり、時間経過に沿った設定の変更をオートメーション化したりすることができます。ほとんどのミックスでは、ハードウェア
ポートまたはマスタートラックにバスを出力します。ただし、バスをまとめる必要がある場合は、他のバスに出力することもできます。
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バスルーティングの例：
A. ドラムキットバス B. ハンドドラムバス C. マスタートラックまたはハードウェアへの出力用にまとめたドラムバス

SEND について
SEND を使用すると、トラックから複数のバスへオーディオをルーティングでき、信号ルーティングを非常に柔軟に行えます。各トラックの最大
SEND 数は 16 で、トラック出力とは完全に独立して設定します。例えば、未処理トラックを直接ハードウェアポートに出力する場合でも、SEND
1 はリバーブバスに、SEND 2 はヘッドホンバスに出力できます（ヘッドホンバスでは、録音中の演奏者が独自のミックスを聞くことができます。
例えば、ドラマーはバストラックをより大きいボリュームで聞きたい場合があります）。

トラックを複数のバスに送信
A. SEND 1 はディレイバスに出力 B. SEND 2 はリバーブバスに出力 C. マスタートラックは、ボーカル、ギター、ディレイ、リバーブの出力を
まとめる

マスタートラックについて
セッションには常に 1 つのマスタートラックが含まれ、複数のトラックとバスの出力を簡単にまとめて、単一のフェーダーで制御できます。マス
タートラックは信号パスの最終段階にあるため、ルーティングオプションはオーディオトラックやバストラックより少なくなります。マスタート
ラックをオーディオ入力に直接接続することや SEND またはバスに出力することはできず、可能なのはハードウェアポートへの直接出力のみで
す。
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マスタートラックは常に信号パスの最終段階にあります。
A. エディターパネル B. ミキサー

SEND の設定
SEND を設定する際には、SEND がバスに出力するボリュームとステレオパンを指定します。また、SEND をプリフェーダーまたはポストフェー
ダーのいずれかに配置します。プリフェーダーの SEND はトラックボリュームに影響されませんが、ポストフェーダーの SEND は影響されます
（例えば、プリフェーダーの SEND をリバーブバスに出力する場合、ドライオーディオをフェードアウトした後でリバーブの余韻が続くようにな
ります。また、ポストフェーダーの SEND を出力する場合、ドライオーディオと同時にリバーブもフェードアウトします）。

各トラックへのプリフェーダーとポストフェーダーのエフェクトと SEND のルーティング
A. 入力 B. EQ C. トラックボリューム D. トラックミュート E. SEND F. エフェクトラック

1. ミキサーの SEND 領域  で、パワー状態を切り替えボタン  をクリックします。
2. プリ／ポストフェーダーボタンをクリックして、トラックボリュームの前  または後  に SEND を配置します。
3. SEND のボリューム  とパン  を設定します。
4. SEND ポップアップメニューで、バスを選択します。
詳細については、SEND および EQ の前後に対するエフェクトの挿入を参照してください。

トラックのイコライゼーション
マルチトラックエディターには、トラックごとのパラメトリックイコライザーがあります。
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 エディターまたはミキサーパネルの EQ 領域  で、次の操作を行います。
グラフをダブルクリックして、トラックイコライザーウィンドウの詳細コントロールにアクセスします（Parametric Equalizer エフェクトを
参照してください）。

EQ パワーボタン  をクリックして、イコライゼーションを行う場合と行わない場合のオーディオを比較します。
関連項目
エフェクトプリセットの使用

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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マルチトラッククリップの配置と変更

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

クリップの選択と移動
クリップの終了点へのスナップ
クリップのコピー
クリップのトリミングおよび拡張
クリップの分割
オーディオクリッププロパティの設定
オーディオファイルをマルチトラックエディターに挿入すると、そのファイルは選択したトラック上のクリップとなります。クリップは別のト
ラックや時間位置に簡単に移動できます。また、クリップは、ノンディストラクティブに編集して、開始点と終了点をトリミングしたり、別のク
リップとクロスフェードしたり、そのほか様々な操作ができます。

エディターパネルでクリップを配置するには、クリップの移動ツール  または時間選択ツール  を使用します。

クリップの選択と移動
次の操作を必要に応じて実行します。
個々のクリップを選択するには、エディターパネルでクリップをクリックします。
選択したトラック内のすべてのクリップを選択するには、編集／選択／選択したトラック内のすべてのクリップを選択します。
セッション内のすべてのクリップを選択するには、編集／選択／すべてを選択を選択します。

選択したクリップを移動するには、ツールバーのクリップの移動ツール  を選択して、クリップをドラッグします。または、クリップ
／右に移動またはクリップ／左に移動を選択して、クリップを一度に 1 ピクセルずつ移動します（ズームインして個々のサンプルを見る
と、この移動によってクリップは一度に 1 サンプルずつ移動します）。
時間選択ツール でクリップを移動するには、右クリックしてドラッグします（以前のバージョンのハイブリッドツールの方法と同様）。
また、任意のツールでクリップヘッダーをドラッグすることもできます。

クリップの終了点へのスナップ
スナップを使用すると、クリップを他のクリップにすばやく揃えることができます。スナップを有効にした場合、ドラッグしたクリップと時間イ
ンジケーターの両方が、選択した項目にスナップします。クリップをドラッグしているときにスナップ点が重なると、白い線がエディターパネル
に表示されます。

1. 選択した項目に対してスナップを有効にするには、エディターパネルの上部にあるスナップを切り替えアイコン  をクリックします。
2. 編集／スナップ／クリップにスナップを選択します。
詳細については、ループの拍へのスナップとマーカー、ルーラー、フレームおよびゼロクロスへのスナップを参照してください。

クリップのコピー
オーディオクリップのコピーには、ソースファイルを共有するリファレンスのコピーと、独立したソースファイルを持つ固有のコピーの 2 種類が
あります。コピーの種類としてどちらを選ぶかは、ディスクの空き容量および波形エディターで実行するディストラクティブな編集の性質によっ
て決まります。
リファレンスのコピーの場合は、元のソースファイルを編集することで、すべてのコピーを同時に編集でき、ディスク容量を消費しません（例え
ば、波形エディターでソースファイルに Flanger エフェクトを追加すると、セッション内にリファレンスコピーが 30 個あっても、すべてのコピー
にエフェクトが自動的に適用されます）。
固有のコピーの場合は、ディスク上に別のオーディオファイルが作成され、波形エディターでそれぞれを個別に編集することができます（例え
ば、イントロ部のコピーにはディストラクティブなエフェクトを加え、歌詞部のコピーはドライエフェクトのままにしておくことが可能です）。
リファレンスをすばやくコピーするには、Ctrl + C キー（Windows）または Cmd + C キー（Mac OS）を押します。または、Alt キー
（Windows）または Option キー（Mac OS）を押しながらクリップヘッダーをドラッグします。

1. ツールバーで、クリップの移動ツール  をクリックします。クリップを右クリックしたままドラッグします。
時間選択ツール でクリップをコピーするには、右クリックしてクリップヘッダーをドラッグします（以前のバージョンのハイブリッド
ツールの方法と同様）。
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トップへ戻る

トップへ戻る

2. マウスボタンを放し、ポップアップメニューから次のどちらかを選択します。
ここにコピー（リファレンスをコピーする場合）
固有のコピー

クリップのトリミングおよび拡張
オーディオクリップは、ミキシングでの必要に応じてトリミングしたり拡張したりできます。マルチトラックエディターはノンディストラクティ
ブであるため、いつでも元の編集していないクリップに戻すことができます。オーディオクリップに恒久的な変更を加える必要がある場合は、波
形エディターでソースファイルを開きます（波形エディターとマルチトラックエディターの比較を参照）。

クリップから選択した範囲を削除
1. ツールバーで、時間選択ツール  をクリックします。
2. 1 つ以上のクリップをドラッグして、クリップと範囲を同時に選択します。
3. 次のいずれかを実行します。

クリップから選択した範囲を削除し、タイムライン上にギャップを残すには、編集／削除を選択します。
選択した範囲を削除し、タイムライン上のギャップを詰めるには、編集／リップル削除を選択して、次のいずれかのオプションを選択し
ます。
選択したクリップ
選択したクリップを削除して、同じトラック上で残りのクリップをシフトします。
選択したクリップ内の時間選択範囲
選択したクリップから該当する範囲を削除して、必要に応じて分割します。
すべてのトラック内の時間選択範囲
セッション内のすべてのクリップから該当する範囲を削除します。
選択したトラック内の時間選択範囲
エディターパネルで現在ハイライトされているトラックからのみ該当する範囲を削除します。

トラック上のクリップ間の間隔を削除
クリップ間の空の領域を右クリックして、リップル削除／間隔を選択します。

クリップのトリミングまたは拡張
1. クリップを繰り返すには、右クリックしてループを選択します（クリップのループを参照）。

2. エディターパネルで、カーソルをクリップの左端または右端に置きます。エッジドラッグアイコン  が表示されます。
3. クリップの端をドラッグします。

トリミングまたはループされたクリップの波形シフト
トリミングまたはループされたクリップでは、スリップ編集によって、クリップ両端の間にある波形をシフトできます。

 
クリップの両端内でクリップの波形をシフト

1. ツールバーで、スリップツール  をクリックします。
2. クリップを横にドラッグします。

波形エディターでのクリップのソースファイルの恒久的な編集
クリップヘッダーをダブルクリックします。

クリップの分割
オーディオクリップを分割し、分割したクリップを個別に移動または編集することができます。
レーザーツールを使用したクリップの分割
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レーザー（選択したクリップ）

レーザー（すべてのクリップ）

トップへ戻る

クリップカラー

クリップゲイン

時間上でロック

ループ

ミュート

1. ツールバーで、レーザーツール  を押しながら、ポップアップメニューから次のいずれかを選択します。

クリックしたクリップのみを分割します。

クリックした時点のすべてのクリップを分割します。
ヒント：エディターパネルでこれらのモードを切り替えるには、Shift キーを押します。

2. エディターパネルで、分割を実行する場所をクリックします。
時間インジケーターですべてのクリップを分割

1. 1 つ以上のオーディオクリップがある場所に、時間インジケーターを合わせます。

2. クリップ／スプリットを選択します。

オーディオクリッププロパティの設定
プロパティパネルでは、選択したオーディオクリップの複数の設定を簡単に変更できます。クリップのゲインおよびミュートの設定は、トラック
コントロールとは独立して適用されます。

1. オーディオクリップを選択し、ウィンドウ／プロパティを選択します。
クリップメニューから個々のプロパティにアクセスできます。

2. 次のオプションを設定します。
クリップ名を変更するには、パネルの上部にあるテキストボックスに入力します。

カスタマイズするスウォッチをクリックします。赤のスラッシュ付きのスウォッシュは、現在のアピアランスプリセットに
デフォルトの色が使用されていることを示します（インターフェイスのカラー、明るさおよびパフォーマンスの変更を参照）。

ミックスが困難なボリュームの低いまたは高いクリップを補正します。

タイムラインの位置が固定された状態で、他のトラックへの上下の移動のみが可能です。クリップにロックアイコン  が
表示されます。

クリップのループを有効にします。詳細については、クリップのループを参照してください。

クリップを無音にします。
マルチトラックエディターでの範囲選択
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クリップのループ

トップへ戻る

ルーラーにスナップ（粗調整）

クリップにスナップ

ループにスナップ

トップへ戻る

ループの拍へのスナップ
ループクリップの有効化と長さの変更

多くの音楽ジャンルで、基本的なリズムトラックから音楽作品全体まで、あらゆるところでループが使用されています。Adobe Audition では、独
自のループを作成することも、Resource Central パネルで無償で提供されている数千のループから選択して利用することもできます。
ループを使用すると、非常に柔軟なマルチトラックセッションを作成できます。ループには通常、1 小節または 2 小節のフレーズ（4 ～ 8 拍）が
含まれているだけですが、マウスでドラッグするだけでループを延長したり繰り返したりできます。

トラック表示部のループの識別

A. ループなし B. シングルループ C. 拡張された（繰り返された）ループ 

ループの拍へのスナップ

ループを使用したセッションをさらに同調させるには、「小節と拍」タイム形式を使用してスナップを有効にします。次に、ループを追加してリ
ズムのベースを作成します。このベースは新しいオーディオクリップを録音して作成できます（既存のオーディオクリップを追加することもでき
ますが、ループの拍に揃うのは開始点または終了点だけです）。

1. ビュー／時間表示／小節と拍を選択します（このルーラー形式を使用すると、視覚的にループを楽曲の拍に揃えやすくなります）。

2. 編集／スナップサブメニューで、次のいずれかを選択します。

小節内の拍にスナップします。このオプションはループファイルが 1/4 小節または 1/2 小節の場合に使用し
ます。

オーディオクリップの先頭または末尾にスナップします。

クリップ内のループの先頭または末尾にスナップします。

ループクリップの有効化と長さの変更

1. マルチトラックエディターで、オーディオクリップを右クリックしてコンテキストメニューからループを選択します。

2. クリップの左右いずれかのエッジにポインターを置きます。ループ編集アイコン  が表示されます。

3. ループをドラッグして伸縮します。

ドラッグする距離によって、ループを完全に繰り返すことも部分的に繰り返すこともできます。例えば、1 小節の長さのループをドラッグし
て、3-1/2 小節に拡張し、ループ内の拍で終わることができます。小節をまたがるたびに、白い垂直線がクリップに表示されます。これはス
ナップ線で、他のトラックの拍と完全に揃っていることを示しています。
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ループの拡張

以下も参照してください。
クリップの終了点へのスナップ
時間表示形式の変更
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クリップのボリュームの一致、フェード、ミキシング

トップへ戻る

トップへ戻る

マルチトラッククリップのボリュームを一致

マルチトラッククリップのフェードまたはクロスフェード

複数クリップから 1 つのオーディオクリップの作成
バスまたはマスタートラックからのオーディオクリップの作成

個々のオーディオファイルをフェードするには、視覚的なフェードおよび振幅の変更を参照してください。（以下のトピックではマルチトラッ

クについて説明します）。

マルチトラッククリップのボリュームを一致

マルチトラッククリップのボリュームが大きく異なっているためにミキシングが困難な場合は、ボリュームを一致させることができます。マルチ

トラックエディターはノンディストラクティブなので、この調整は完全に元に戻すことができます。ソースファイルのボリュームを永続的に変更

するには、複数のファイルでのボリュームの一致を参照してください。

1. 移動ツール  または時間選択ツール  を使用して、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押したまま複数のクリッ
プをクリックして選択します。

2. クリップ／クリップのボリュームを一致を選択します。

3. ポップアップメニューから次のいずれかのオプションを選択します。

ラウドネス 指定した振幅の平均値と一致させます。

知覚ラウドネス 耳が最も敏感に感じ取る中域周波数に合わせて、指定した知覚的な振幅のレベルを一致させます。周波数に大きな差（例え

ば、中域周波数は短い帯域に示されているが、低域は違う場所に示されている場合など）がなければ、このオプションは適切に機能しま

す。

ピークボリューム 指定した最大振幅を一致させて、クリップをノーマライズします。このオプションでは、ダイナミックレンジが保持され

るので、さらにクリップに処理を行う場合やクラシック音楽のような高度なダイナミックオーディオの処理に適しています。

合計 RMS 振幅 指定した全体的な二乗平均平方根の振幅を一致させます。例えば、2 つのファイルの大部分が -50 dBFS の場合、1 方のファ
イルにそれよりも大きな音の帯域が含まれていたとしても、合計 RMS には -50 dBFS と表示されます。

4. 対象のボリュームを入力します。

マルチトラッククリップのフェードまたはクロスフェード

オンクリップフェードおよびクロスフェードコントロールでは、フェード曲線とデュレーションを視覚的に調整できます。フェードインとフェー

ドアウトのコントロールは、常にクリップの左上と右上の隅に表示されます。クロスフェードのコントロールは、クリップを重ね合わせたときに

だけ表示されます。

オンクリップコントロール

A. クリップの隅をドラッグして、フェードインおよびフェードアウト B. クリップを重ね合わせて、クロスフェード

変更後のカラー

クリップのフェードインまたはフェードアウト
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トップへ戻る

トップへ戻る

 クリップの左上または右上の隅で、フェードアイコン   を内側に向かってドラッグしてフェードの長さを指定し、上下にドラッグしてフェー
ド曲線を調整します。

重ね合わせたクリップのクロスフェード

同じトラックにあるクリップ同士をクロスフェードするには、それらを重ね合わせてトランジション区間の長さを指定します（重なった部分が大

きいほどトランジションが長くなります）。

1. 2 つのクリップを同じトラックに配置して、重なるように移動します（クリップの選択と移動を参照してください）。
2. 重なった部分の上辺で、フェードアイコン（左  または右 ）をドラッグしてフェード曲線を調整します。

フェードのオプション

次のフェードオプションにアクセスするには、クリップを選択し、エディターパネルでフェードアイコンを右クリックするか、クリップ／フェー

ドインまたはフェードアウトを選択します。

フェードなし フェードまたはクロスフェードを削除します。

フェードイン、フェードアウトまたはクロスフェード クリップがオーバーラップする場合に、フェードタイプを選択できます。

対称または非対称（クロスフェードのみ） フェード曲線を上下にドラッグしたときに左右のフェード曲線に生じる相互作用を指定します。対称の

場合は両方のフェードが同様に調整され、非対称の場合はフェードを個々に調整できます。

リニア、コサイン 一定速度のリニアフェードか、S 字形の曲線を描くコサインフェードを適用します。コサインフェードは緩やかなフェードから
始まって、急速なフェードへと変化し、最後にまた緩やかなフェードで終わります。

フェードアイコンをドラッグしているときにリニアモードとコサインモードを切り替えるには、Ctrl キー（Windows）または Command キー
（Mac OS）を押しながら操作します。

自動クロスフェードを有効化 重ね合わせたクリップをクロスフェード処理します。自動クロスフェードが望ましくない場合や、クリップのトリミ

ングなど別の作業との干渉が発生する場合は、このオプションを選択解除します。

複数クリップから 1 つのオーディオクリップの作成
同じ時間範囲内の複数のクリップの内容を組み合わせて 1 つのクリップを作成すると、マルチトラックエディターまたは波形エディターですばや
く編集できます。

マルチトラックエディターで、複数のクリップから 1 つのクリップを作成

1. エディターパネルで、次のいずれかの操作を行います。

特定の時間範囲を選択します（マルチトラックエディターでの範囲選択を参照してください）。

新規のトラックにバウンスする場合は、特定のクリップを選択します。

セッション全体をミックスダウンするには、範囲選択を解除します。

2. 元のクリップの内容を組み合わせるには、次のいずれかの操作を行います。

マルチトラックエディターにトラックとクリップを作成するには、マルチトラック／新規トラックにバウンスを選択します。

波形エディターにファイルを作成するには、マルチトラック／新規ファイルにミックスダウンを選択します。

セッション全体をミックスダウンするには、マルチトラックミックスダウンファイルの書き出しを参照してください。

バスまたはマスタートラックからのオーディオクリップの作成

バスまたはマスタートラックの内容を編集する場合は、トラックからクリップを作成します。
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1. エディターパネルで、新しいクリップの時間範囲を選択します（マルチトラックエディターでの範囲選択を参照してください）。
2. タイムラインで、バスまたはマスタートラックを右クリックして、「[track type] を新規トラックにバウンス」を選択します。

バスまたはマスターミックスを反映したクリップを含む、新しいトラックが作成されます。

関連項目

マルチトラックミックスダウンファイルの書き出し

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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エンベロープでのミックスのオートメーション化 | CS5.5

注意：

トップへ戻る

注意：

トップへ戻る

クリップ設定のオートメーション化
トラック設定のオートメーション化
キーフレームを使用したオートメーションの調整

Adobe Audition 3.0 Windows 版には、CS5.5 では提供されていない機能があります。コントロールサーフェスのサポート、CD 書き込
み、MIDI、一部のファイル形式とエフェクト、クリップのグループ化とタイムストレッチ、メトロノームがその例です。完全なリストについて
は、Adobe Audition 3.0 features replaced or not implemented in CS5.5 を参照してください。
ミックスをオートメーション化すると、時間経過に従ってミックスの設定を変更できます。例えば、重要なフレーズではボリュームを自動的に大
きくし、その後、ボリュームを徐々に下げるといったことが可能です。ミックスのオートメーション化の処理を見るには、このビデオチュートリ
アルを参照してください。
エンベロープは特定の時点での設定を視覚的に示します。これらの設定は、エンベロープ線のキーフレームをドラッグして編集できます。エンベ
ロープはノンディストラクティブであるため、オーディオファイルは一切変更されません。波形エディターでファイルを開くと、マルチトラック
エディターで適用したエンベロープが影響していないことを確認できます。

 
エディターパネルのクリップエンベロープとトラックエンベロープ 
A. クリップエンベロープ B. トラックエンベロープ 

クリップ設定のオートメーション化
クリップエンベロープを使用すると、クリップのボリューム、パンおよびエフェクトの設定をオートメーション化できます。
ステレオトラックでは、クリップボリュームとパンのエンベロープはデフォルトで表示され、カラーと最初の位置で識別できます。ボリュームエ
ンベロープは黄色の線で、最初はクリップの上半分に配置されます。パンエンベロープは青色の線で、最初は中央に配置されます（パンエンベ
ロープの場合は、クリップの一番上が完全な左、一番下が完全な右を表します）。

モノラルトラックおよび 5.1 サラウンドトラックでは、クリップにパンエンベロープはありません。

 
2 つのクリップエンベロープ 
A. パンエンベロープ B. ボリュームエンベロープ 

クリップエンベロープの表示と非表示
クリップエンベロープはデフォルトで表示されますが、編集の邪魔になる場合や見た目に煩わしい場合は隠すことができます。
ビューメニューから、次のオプションを必要に応じて選択します。
クリップボリュームエンベロープを表示 

クリップパンエンベロープを表示
クリップエフェクトエンベロープを表示

個々のオートメーションパラメーターの表示または非表示

 
エフェクトのパラメーターの表示

クリップの右上隅で、パラメーターメニューをクリックして、ラックミキシングオプションまたはエフェクトパラメーターを選択します。
「ラックパワー」オプションでは、時間の経過と共にクリップエフェクトのオンとオフを切り替えることができます。

トラック設定のオートメーション化
トラックエンベロープを使用すると、時間経過に従ってボリューム、パン、エフェクトの設定を変更できます。トラックエンベロープは各トラッ
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オフ

読み取り

トップへ戻る

クの下のオートメーションレーンに表示されます。オートメーション化されたパラメーターにはそれぞれ独自のエンベロープがあり、クリップエ
ンベロープと同じように編集することができます。

 
エディターパネルでのトラック設定のオートメーション化 
A. オートメーションレーン B. パラメーターのエンベロープ 

トラックエンベロープの作成
トラックエンベロープを使用すると、特定の時点でトラック設定を正確に変更できます。

 
エディターパネルでオートメーションレーンを表示

1. エディターパネルで、オートメーション化するトラックの読み取りメニューの左にある三角形をクリックします。
2. エンベロープを表示メニューから、オートメーション化するパラメーターを選択します。
3. エンベロープ線で、キーフレームをクリックしてドラッグし、追加して調整します。

トラックオートメーションモードのオプション
エディターパネルまたはミキサーで、各トラックについて次のモードのいずれかを選択できます。

 
トラックオートメーションモードメニュー

再生およびミックスダウン中にトラックエンベロープを無視しますが、エンベロープの表示を続行するため、編集ポイントを手動で追加また
は調整できます。

再生およびミックスダウン中にトラックエンベロープを適用します。

キーフレームを使用したオートメーションの調整
エンベロープ線でキーフレームを使用すると、時間の経過と共にクリップおよびトラックのパラメーターを変更できます。キーフレーム間のすべ
ての中間値は、2 つあるトランジション方法のうちいずれかを使用して、自動的に計算または補間されます。

ホールド  トランジション：新しいキーフレームで値が急激に変化します。
リニア  トランジション：キーフレーム間で値が徐々に一様に変化します。

スプラインカーブをエンベロープ全体に適用し、上記のキーフレームに固有の設定を無効にして、キーフレーム付近でスピードが変化する、自然
に聞こえるトランジションを作成することもできます（グラフのスプラインカーブについてを参照）。

 
キーフレーム間のトランジション 
A. ホールド B. リニア（デフォルト） C. スプラインカーブ 

キーフレームの追加
次のいずれかの操作を行います。

エンベロープ線上にポインターを置きます。プラス記号  が表示されたらクリックします。
時間インジケーターの位置を、トラックパラメーターを変化させる位置に合わせます。トラックコントロールのキーフレームを追加アイコン 

 をクリックします。
トラックキーフレーム間の移動

1. エディターパネルで、トラックコントロールの下部にある選択メニューからパラメーターを選択します。

2. 前のキーフレームアイコン  または次のキーフレームアイコン  をクリックします。
1 つのパラメーターに複数のキーフレームを選択

任意のキーフレームを右クリックして「すべてのキーフレームを選択」を選択します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押したまま、特定のキーフレームをクリックします。
Shift キーを押したまま、一連のキーフレームをクリックして選択します。

キーフレームまたはエンベロープ線の位置変更

選択したキーフレームの位置を変更するには、ドラッグします（時間の位置またはパラメーター値を維持するには、Shift キーを押したままド
ラッグします）。
キーフレームを作成せずにエンベロープのセグメントの位置を変更するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押
したままドラッグします。

2 つのキーフレーム間のトランジションの変更

最初のキーフレームを右クリックして、値をすぐに変更するには「ホールドキーフレーム」を選択し、次の値へのトランジションを徐々に行
うには選択を解除します。

エンベロープ全体にスプラインカーブを適用

エンベロープ線を右クリックして「スプラインカーブ」を選択します。
キーフレームの削除

エンベロープ線を右クリックして「選択したキーフレームを削除」を選択します。または、個々のキーフレームをクリップまたはトラックの
外側にドラッグします。

キーフレームの編集の無効化
不注意によりキーフレームを作成したり移動したりすることがないように、キーフレームの編集を無効にします。

マルチトラックメニューから、「クリップキーフレームの編集を有効にする」の選択を解除します。
エディターパネルおよびミキサー内でのマルチトラックセッションの編集
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エンベロープでのミックスのオートメーション化

トップへ戻る

注意：

クリップ設定のオートメーション化
トラック設定のオートメーション化
キーフレームを使用したオートメーションの調整

ミックスをオートメーション化すると、時間経過に従ってミックスの設定を変更できます。例えば、重要なフレーズではボリュームを自動的に大
きくし、その後、ボリュームを徐々に下げるといったことが可能です。ミックスのオートメーション化の処理を見るには、このビデオチュートリ
アルを参照してください。
エンベロープは特定の時点での設定を視覚的に示します。これらの設定は、エンベロープ線のキーフレームをドラッグして編集できます。エンベ
ロープはノンディストラクティブであるため、オーディオファイルは一切変更されません。波形エディターでファイルを開くと、マルチトラック
エディターで適用したエンベロープが影響していないことを確認できます。

エディターパネルのクリップエンベロープとトラックエンベロープ

A. クリップエンベロープ B. トラックエンベロープ 

クリップ設定のオートメーション化

クリップエンベロープを使用すると、クリップのボリューム、パンおよびエフェクトの設定をオートメーション化できます。
ステレオトラックでは、クリップボリュームとパンのエンベロープはデフォルトで表示され、カラーと最初の位置で識別できます。ボリュームエ
ンベロープは黄色の線で、最初はクリップの上半分に配置されます。パンエンベロープは青色の線で、最初は中央に配置されます（パンエンベ
ロープの場合は、クリップの一番上が完全な左、一番下が完全な右を表します）。

モノラルトラックおよび 5.1 サラウンドトラックでは、クリップにパンエンベロープはありません。

2 つのクリップエンベロープ

A. パンエンベロープ B. ボリュームエンベロープ 

クリップエンベロープの表示と非表示

クリップエンベロープはデフォルトで表示されますが、編集の邪魔になる場合や見た目に煩わしい場合は隠すことができます。

ビューメニューから、次のオプションを必要に応じて選択します。

クリップボリュームエンベロープを表示 

クリップパンエンベロープを表示

クリップエフェクトエンベロープを表示

個々のオートメーションパラメーターの表示または非表示
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トップへ戻る

エフェクトのパラメーターの表示

クリップの右上隅で、パラメーターメニューをクリックして、ラックミキシングオプションまたはエフェクトパラメーターを選択します（メ
ニューでは、表示されるパラメーターにはチェックマークが付きます。パラメーターを非表示にする場合はそのパラメーターを再度選択しま
す。）。
パラメーターのキーフレームを編集すると、メニュー内でそのパラメーターにはアスタリスク（*）が付きます。

「ラックパワー」オプションでは、時間の経過と共にクリップのエフェクトラックのオンとオフを切り替えることができます。

クリップキーフレームの編集の無効化

不注意によりキーフレームを作成したり移動したりすることがないように、キーフレームの編集を無効にします。

マルチトラックメニューから、「クリップキーフレームの編集を有効にする」の選択を解除します。

トラック設定のオートメーション化

トラックエンベロープを使用すると、時間経過に従ってボリューム、パン、エフェクトの設定を変更できます。トラックエンベロープは各トラッ
クの下のオートメーションレーンに表示されます。オートメーション化されたパラメーターにはそれぞれ独自のエンベロープがあり、クリップエ
ンベロープと同じように編集することができます。

エディターパネルでのトラック設定のオートメーション化

A. オートメーションレーン B. パラメーターのエンベロープ 

トラックエンベロープの作成

トラックエンベロープを使用すると、特定の時点でトラック設定を正確に変更できます。

エディターパネルでオートメーションレーンを表示

1. エディターパネルで、オートメーション化するトラックのトラックオートメーションモードメニューの左にある三角形をクリックします（こ
のメニューはデフォルトで「読み取り」に設定されています）。

2. エンベロープを表示メニューから、オートメーション化するパラメーターを選択します。

3. エンベロープ線で、キーフレームをクリックしてドラッグし、追加して調整します。

トラックオートメーションの記録

セッションの再生中に、トラックボリューム、パンおよびエフェクトの設定に加えた調整を記録して、時間の経過と共に動的に展開するミックス
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オフ

読み取り

書き込み

ラッチ

タッチ

自動一致時間

リニア編集ポイントの簡略化

簡略化する最小時間間隔

を作成できます。調整はトラックエンベロープに自動的に変換され、正確に編集することができます。

Mackie Control などの外部コントローラーを使用して複数の設定を同時に調整できます。コントロールサーフェスのサポートを参照してくださ
い。

1. メインパネルで、オートメーションの記録を開始する場所に時間インジケーターを配置します。
2. トラックオートメーションモードメニューでオプションを選択します。
3. オートメーションの記録を開始するには、再生を開始します。オーディオを再生しながら、エディター、ミキサーまたはエフェクトラックパ
ネルで、トラック設定またはエフェクト設定を調整します。

4. オートメーションの記録を停止するには、再生を停止します。

記録されたキーフレームが大きすぎる場合や不規則な場合は、記録されたオートメーションキーフレームの最適化を参照してください。

トラックオートメーションモードのオプション

エディターパネルまたはミキサーで、各トラックについて次のモードのいずれかを選択できます。

再生およびミックスダウン中にトラックエンベロープを無視しますが、エンベロープの表示を続行するため、キーフレームを手動で追加また
は調整できます。

再生およびミックスダウン中にトラックエンベロープを適用しますが、トラックエンベロープに加えた変更を記録しません（変更をプレ
ビューできますが、キーフレームは記録されている設定に戻ります）。

再生を開始すると、既存のキーフレームを現在の設定で上書きします。再生が停止するまで新しい設定を記録します。

最初に設定を調整するとキーフレームの記録を開始し、再生が停止するまで新しい設定を記録します。

ラッチと似ていますが、設定の調整を終了すると、以前に記録した値に設定を徐々に戻します。オートメーションの特定のセクションを上
書きし、その他のセクションは変更しない場合に、「タッチ」を使用します。

オートメーション書き込み時の設定の保護

オートメーションの記録時に、特定のパラメーターが他のパラメーターの調整中に誤って変更されないように保護できます。
1. エディターパネルの左側で、特定のトラックのコントロールを選択します。
2. オートメーションレーンを表示/非表示アイコンをクリックします。
3. エンベロープを表示メニューで、パラメーターを選択します。
4. パラメーターを保護アイコンをクリックします。

記録されたオートメーションキーフレームの最適化

記録されたオートメーションで大きすぎるキーフレームや不規則なキーフレームを作成しないようにするために、環境設定ダイアログボックスの
マルチトラックセクションで次の設定を最適化します。

タッチモードでパラメーターをオリジナルの値に戻す速度を指定します。設定できる値の範囲は 0.00 ～ 5.00（秒）で、デフォルト
値は 1.00 です。

変更できない固定されたパラメーター設定のキーフレームを削除します。

指定した値よりも長い時間間隔でキーフレームを作成します。「最小時間」フィールドに 1 ～ 2000 ミリ秒の間隔を入力
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します。

キーフレームを使用したオートメーションの調整

エンベロープ線でキーフレームを使用すると、時間の経過と共にクリップおよびトラックのパラメーターを変更できます。キーフレーム間のすべ
ての中間値は、2 つあるトランジション方法のうちいずれかを使用して、自動的に計算または補間されます。

ホールド  トランジションでは、新しいキーフレームで値が急激に変化します。
リニア  トランジションでは、キーフレーム間で値が徐々に一様に変化します。

スプラインカーブをエンベロープ全体に適用し、上記のキーフレームに固有の設定を無効にして、キーフレーム付近でスピードが変化する、自然
に聞こえるトランジションを作成することもできます（グラフのスプラインカーブについてを参照してください）。

キーフレーム間のトランジション

A. ホールド B. リニア（デフォルト） C. スプラインカーブ 

キーフレームの追加

次のいずれかの操作を行います。

エンベロープ線上にポインターを置きます。プラス記号  が表示されたらクリックします。
再生ヘッドの位置を、トラックパラメーターを変化させる位置に合わせます。トラックコントロールのキーフレームを追加アイコン  をク
リックします。

トラックキーフレーム間の移動

1. エディターパネルで、トラックコントロールの下部にある選択メニューからパラメーターを選択します。

2. 前のキーフレームアイコン  または次のキーフレームアイコン  をクリックします。

1 つのパラメーターに複数のキーフレームを選択

任意のキーフレームを右クリックして「すべてのキーフレームを選択」を選択します。
Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押したまま、特定のキーフレームをクリックします。
Shift キーを押したまま、一連のキーフレームをクリックして選択します。

キーフレームまたはエンベロープ線の位置変更

選択したキーフレームの位置を変更するには、ドラッグします（時間の位置またはパラメーター値を維持するには、Shift キーを押したままド
ラッグします）。
キーフレームを作成せずにエンベロープのセグメントの位置を変更するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac OS）を押
したままドラッグします。

2 つのキーフレーム間のトランジションの変更
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最初のキーフレームを右クリックして、値をすぐに変更するには「ホールドキーフレーム」を選択し、次の値へのトランジションを徐々に行
うには選択を解除します。

エンベロープ全体にスプラインカーブを適用

エンベロープ線を右クリックして「スプラインカーブ」を選択します。

キーフレームの削除

エンベロープ線を右クリックして「選択したキーフレームを削除」を選択します。または、個々のキーフレームをクリップまたはトラックの
外側にドラッグします。

クリップキーフレームの編集の無効化

不注意によりキーフレームを作成したり移動したりすることがないように、キーフレームの編集を無効にします。

マルチトラックメニューから、「クリップキーフレームの編集を有効にする」の選択を解除します。
エディターパネルおよびミキサー内でのマルチトラックセッションの編集
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モード

種類

デュレーション、ストレッチおよびピッチ

詳細設定

1. クリップ／ストレッチ／すべてのクリップのストレッチを有効化を選択します。

2. エディターパネルで、クリップの右上隅または左上隅にある白い三角形をドラッグします。

複数のクリップを選択して、比例してストレッチします。

選択されたクリップのストレッチ設定をカスタマイズするには、プロパティパネルの次のストレッチオプションを調整します。

以下から選択します。
オフ：ストレッチを無効にして、クリップを元の長さに戻します。
リアルタイム：クリップをドラッグすると、ストレッチの結果を確認できます。このモードは、編集中に選択すると便利です。
レンダリング (高品質)：処理にかかる時間は長くなりますが、可聴ノイズを回避できます。リアルタイムモードでの再生速度やパフォーマン
スが低下する場合は、このモードを選択します。

以下から選択します。
モノフォニック：ソロ楽器や会話に最適です。
「ポリフォニック」は、複数の楽器や複雑な環境音に最適です。
「Varispeed」はデュレーションに加えてピッチを変更します。これはアナログのテープ装置の速度を変更するのと同じです。
同じモードをすべてのクリップにすばやく適用するには、クリップ／ストレッチ／すべてのストレッチクリップをリアルタイム処理またはすべ
てのストレッチクリップをレンダリングを選択します。

エディターパネルでクリップをドラッグするよりも正確な調整のために数値エントリを指定します。

次の内容を設定します。
トランジェント感度（ポリフォニックモードで使用可能）：感度をトランジェント（ドラムヒットや音の開始など）に設定します。これは、
ストレッチのアンカーポイントとして使用します。トランジェントが不自然に聞こえる場合は、この値を増やします。
ウィンドウサイズ：処理するオーディオのチャンクサイズをミリ秒単位で指定します。エコーまたは雑音が発生する場合のみ調整してくださ
い。
精度設定（レンダリングモードで使用可能）は品質と処理速度のバランスを決定します。
「フォルマントを保持」（「レンダリング」および「モノフォニック」が選択されている場合に使用可能）はピッチシフト中に臨場感を維持
しながら、楽器やボイスの音質を調整します。
男性と女性の声を入れ替えるには、「フォルマントを保持」を選択し、大幅にピッチシフトを行います。
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ビデオとサラウンドサウンド
このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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Adobe Premiere Pro CS5.5 または After Effects からのオーディオクリップの編集
Premiere Pro CS5.5 へのマルチトラックミックスの書き出し
書き出したミックスダウンファイルのセッションへのリンク

以下の参照をお勧めします。 チュートリアルを共有する場合はこちらにアクセスしてください。

Premiere Pro と Audition の統
合
Jason Levine
最大の柔軟性を実現するには、完成し
たミックスを 2 つのアプリケーショ
ン間で共有します。

After Effects から Audition へのワークフロー
Chris Meyer
強力なオーディオツールを使用してビデオのアニメーションの画質
をすばやく向上させます。

Adobe Premiere Pro CS5.5 または After Effects からのオーディオクリップの編集
Adobe Premiere Pro® CS5.5 または After Effects® から、選択したクリップを波形エディターで開いて、復元したり、品質を向上したりできま
す。変更を保存すると、更新されたオーディオはビデオプロジェクトに自動的に表示されます。

Adobe Premiere Pro では、編集／Adobe Audition で編集／クリップを選択します。
After Effects では、編集／Adobe Audition で編集を選択します。

詳しくは、Premiere Pro または After Effects のヘルプで「Adobe Audition」を検索してください。

Premiere Pro CS5.5 へのマルチトラックミックスの書き出し
Adobe Premiere Pro および Audition CS5.5 では、シーケンスとマルチトラックセッションの間でオーディオを直接交換します。Audition には、す
べてのシーケンスマーカーが表示されます。また、別々のトラックを保持できるため、編集の柔軟性が最大限に発揮されます。
シーケンスおよびセッションの交換は共通の XML 形式を使用して行われ、参照されているオーディオファイルを含むフォルダーに書き出されま
す。

1 つのミックスダウンファイルを Premiere に送るときに、個々のトラックを書き出すオプションが不要な場合は、書き出したミックスダウン
ファイルのセッションへのリンクを参照してください。

Audition の複数のクリップを Premiere でステムとしてミックス

1. マルチトラック／Adobe Premiere Pro へ書き出しを選択します。
2. 書き出したセッションフォルダーの名前と場所を指定して、次のオプションを設定します。
サンプルレート デフォルトでは、元のシーケンスのサンプルレートを反映します。別の出力メディア用にファイルを再サンプリングするに
は、別のレートを選択します（サンプルレートについてを参照してください）。
各トラックをステムとして書き出し／各バスをステムとして書き出し 各トラックのタイムライン全体のデュレーションを 1 つのクリップに
変換します。必要に応じて複数のクリップを組み合わせます。このオプションを選択すると、シーケンスの開始ポイントと終了ポイントを使
用してクリップの延長や整列を行うことができます。
セッションのミックスダウン先 モノラル、ステレオまたは 5.1 のいずれかの単一ファイルにセッションを書き出します。
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Adobe Premiere Pro で開く Premiere Pro でシーケンスを自動的に開きます。シーケンスを後から編集する場合や、別のマシンに転送する
場合は、このオプションの選択を解除します。

3. 「書き出し」をクリックします。
4. Premiere Pro で書き出した XML ファイルを開くと（自動的に、またはファイル／読み込みコマンドを使用）、Adobe Audition トラックをコ
ピーダイアログボックスが表示されます。
アクティブシーケンスにコピーメニューで、書き出した Audition トラックをどこから開始するかを選択します。新規トラックは既存のト
ラックの下に追加されます。
シーケンスオーディオを Premiere Pro から Audition に送信するには、Premiere Pro ヘルプの「Adobe Audition へのシーケンストラックの書き
出し」を参照してください。

書き出したミックスダウンファイルのセッションへのリンク
簡単に更新できるレイヤー化されたビデオサウンドトラックを作成するには、書き出したミックスダウンファイルをマルチトラックセッションに
リンクします。書き出したファイルを Adobe Premiere Pro などのアプリケーションで選択すると、Adobe Audition でファイルを再ミキシングした
り編集したりできます。ビデオプロジェクトの進行中に、この処理を繰り返すことで洗練された最終版のサウンドトラックを作成できます。

Premiere Pro CS5.5 を使用しているときに、ミックスダウンファイルではなくマルチトラックミックス全体を共有する場合は、Premiere Pro
CS5.5 へのマルチトラックミックスの書き出しを参照してください。

書き出したミックスダウンファイルへのオリジナルデータの埋め込み
1. マルチトラックセッションを開きます。
2. 編集／環境設定／マーカーとメタデータ（Windows）または Audition／環境設定／マーカーとメタデータ（Mac OS）を選択します。
3. 「マルチトラックミックスダウンにオリジナル編集リンクデータを埋め込む」を選択します。
4. ミックスダウンを書き出すときに、「マーカーと他のメタデータを含める」を選択します。

ビデオアプリケーションでのミックスダウンファイルの編集
1. ビデオアプリケーションで、Adobe Audition から書き出したミックスダウンファイルを選択します。
2. 編集／オリジナルを編集を選択します。
3. 次のいずれかのオプションを選択し、「OK」をクリックします。

ファイルを作成した Audition マルチトラックセッションを開く
Audition 波形エディターでファイルを開く

4. マルチトラックエディターでリンクされたセッションを再ミキシングするか、波形エディターでミックスダウンファイルを編集します。
5. ビデオアプリケーションでオリジナルファイルを上書きするには、次のいずれかの操作を行います。

マルチトラックエディターで、ファイル／書き出し／マルチトラックミックスダウンを選択し、オリジナルファイルと同じ名前、同じ場
所を指定します。
波形エディターで、ファイル／保存を選択します。

関連項目
Mastering エフェクト
波形エディターとマルチトラックエディターの比較
セッションを OMF または Final Cut Pro Interchange 形式に書き出し

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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マルチトラックセッションへのビデオファイルの挿入
ビデオクリップのフレームに対するスナップ
ビデオパネルのカスタマイズ

マルチトラックセッションへのビデオファイルの挿入
マルチトラックエディターでは、ビデオファイルを挿入して、セッションをビデオプレビューと正確に同期させることができます。ビデオファイ
ルを挿入すると、そのビデオクリップはトラック表示の最上部にあるビデオトラックに表示され、オーディオクリップはその下のトラック上に表
示されます。
オリジナルサウンドトラックのオーディオクリップからビデオクリップを個別に移動できます。このようなクリップを移動前に同期状態を保つに
は、Ctrl キーを押したままクリック（Windows）するか、Command キーを押したままクリック（Mac OS）して、両方を選択します。
注意： セッションに含めることができるビデオクリップは一度に 1 つだけです。

関連するビデオクリップとオーディオクリップ（同期させるには両方を選択）
1. マルチトラックエディターで、挿入するポイントに時間インジケーターを合わせます。
2. マルチトラック／ファイルを挿入を選択して、サポートされている形式のビデオファイルを選択します（ビデオファイル形式を参照してくだ
さい）。

3. ビデオ用のオーディオのミキシングが完了したら、ミックスダウンを書き出して、ビデオアプリケーションに読み込みます（マルチトラック
ミックスダウンファイルの書き出しを参照してください）。
ビデオファイルからオーディオを簡単に編集するには、ファイル／開くを選択します。これは、ビデオのプレビューを必要としないサウンドト
ラックの編集や、ラジオや CD のようなオーディオメディア向けにサウンドトラックを抜き出す場合に最適です。

ビデオクリップのフレームに対するスナップ
マルチトラックセッションをビデオに同期させるには、オーディオクリップと時間インジケーターをフレームにスナップします。

1. ビュー／時間表示を選択し、クリップのフレームレートに応じた SMPTE 時間形式を選択します。
2. 編集／スナップ／フレームにスナップを選択します。

ビデオパネルのカスタマイズ
ビデオパネルでは、マルチトラックセッションが場面の転換やタイトルシーケンス、または特殊エフェクトなど特定のシーンと同期してサウンド
トラックを再生すると同時に、ビデオクリップをプレビューすることができます。
ビデオパネルを表示または非表示にするには、ウィンドウ／ビデオを選択します。
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エディターパネルのビデオパネルと関連するクリップ
ビデオパネルをカスタマイズするには、ビデオパネルを右クリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
ズーム比率 ズームインまたはズームアウトします。
幅に合わせる プレビューがパネルに収まるように調整します。
関連項目
ビデオファイル形式
クリップの選択と移動
クリップの終了点へのスナップ
エディターパネルでのズーム表示

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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5.1 サラウンドサウンド

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

5.1 サラウンドサウンドの監視
5.1 サラウンドファイルの編集
5.1 サラウンドミックスのトラックのパン
5.1 バストラックへのパン SEND

5.1 サラウンドサウンドの監視
Adobe Audition がサポートする 5.1 サラウンドサウンドでは、スピーカー 5 台に低周波サブウーファー（LFE）1 台が必要です。5.1 サラウンドサ
ウンドを適切に監視するには、出力端子を少なくとも 6 つ備えたサウンドカードをコンピューターに装着し、Audition の正しいチャンネルに割り
当てる必要があります。

1. 編集／環境設定／オーディオチャンネルのマッピング（Windows）または Audition／環境設定／オーディオチャンネルのマッピング（Mac
OS）を選択します。

2. 5.1 のチャンネルをそれぞれ次のサウンドカード出力に割り当てます。

L：フロントレフトスピーカー

R：フロントライトスピーカー

C：フロントセンタースピーカー

LFE：サブウーファー

Ls：レフトサラウンドスピーカー

Rs：ライトサラウンドスピーカー

詳しくは、オーディオ入力および出力の設定を参照してください。

5.1 サラウンドファイルの編集
波形エディターで、モノラルファイルやステレオファイルと同じツールを使用して 5.1 サラウンドファイルを編集できます。オーディオファイル
の編集を参照してください。

編集対象を 5.1 チャンネルの任意のサブセットに制限するには、編集するチャンネルの指定を参照してください。

5.1 サラウンドミックスのトラックのパン
1. 5.1 マルチトラックセッションを開くか作成します（新規のマルチトラックセッションの作成を参照してください）。

2. トラックパンニングを開くには、次のいずれかの操作を行います。

ウィンドウ／トラックパンニングを選択し、エディターパネルでモノラルトラックまたはステレオトラックを選択します。

エディターパネルまたはミキサーパネルで、モノラルトラックまたはステレオトラックのサラウンドプロットをダブルクリックします。

注意： パンできるのはモノラルまたはステレオのトラックのみで、5.1 トラックはパンできません。5.1 ファイルでチャンネルの相対的なボ
リュームを調整するには、ファイルを波形エディターで開きます。

サラウンドプロットをダブルクリックしてトラックパンニングを開く

3. トラックパンニングで、次のいずれかの操作を行います。
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チャンネルを有効または無効にするには、L、C、R、Ls および Rs の各ボタンをクリックします。オーディオをサブウーファーのみに送
信するには、「LFE のみ」をクリックします。

大きいサラウンドプロットで、信号の位置をドラッグして変更します。

ドラッグすると、白い線のスピーカーからの長さが、それぞれの信号のパワーを反映して変化します。背景では、緑と紫の領域が左右の

ステレオイメージの配置を反映し、青の領域はイメージがオーバーラップする位置を示します。

サラウンドプロットの下で、次のオプションを設定します。

角度 サラウンドフィールドのどこからサウンドが発生しているように聞こえるかを示します。例えば、-90 度は左側の真横で、90 度は
右側の真横です。

ステレオスプレッド ステレオオーディオトラック間のセパレーションを決定します。0 度と -180 度でセパレーションが最小になり、-90
度でセパレーションが最大になります。

半径 サラウンドフィールドの周囲どのくらいまでサウンドが広がるかを指定します。例えば、100 ％ではごく少数のスピーカーからの集
中したサウンドが生成され、0 ％ではすべてのスピーカーからの分散したサウンドが生成されます。

センター サラウンドフィールドの前面にパンされたトラックに関して、左右のチャンネルレベルと比較したセンターチャンネルレベルの

パーセンテージを決定します。

LFE サブウーファーに送信される信号のレベルを制御します。

4. 他のトラックを追加でパンするには、エディターパネルでトラックを選択するだけで、トラックパンニングに各トラック独自の設定が自動的
に表示されます。

時間の経過に従ってトラックの周囲を動的にパンするには、トラック設定のオートメーション化を参照してください。

5.1 バストラックへのパン SEND
1. マルチトラックエディターで、5.1 バストラックを作成します（トラックの追加または削除を参照してください）。

2. オーディオトラックの SEND 出力メニューから、5.1 バストラックを選択します。（SEND の設定を参照してください）。

エディターパネルおよびミキサーパネルの SEND 領域  に、サラウンドプロットが表示されます。これをダブルクリックして SEND のト
ラックパンニングにアクセスします。

関連項目

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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保存と書き出し
このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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ファイルの保存と書き出し

トップへ戻る

サンプルタイプ

形式の設定

マーカーと他のメタデータを含める

注意：

オーディオファイルの保存
オーディオチャンネルのモノラルファイルへの抽出
マルチトラックセッションの保存
セッションを OMF または Final Cut Pro Interchange 形式に書き出し
セッションテンプレートの書き出し
セッションアーカイブの書き出し
マルチトラックミックスダウンファイルの書き出し
オーディオ形式の設定
ファイルを閉じる

オーディオファイルの保存

波形エディターでは、オーディオファイルを様々なファイル形式で保存できます。どの形式を選択するかは、ファイルをどのように使用するかに
よって決まります。（オーディオ形式の設定を参照してください）。また、各形式で固有の情報が保存されているので、別の形式でファイルを保
存すると、その情報が失われる可能性があります。

1. 波形エディターで、次のいずれかの操作を行います。

現在のファイルの変更内容を保存するには、ファイル／保存を選択します。

変更したファイルを別のファイル名で保存するには、ファイル／別名で保存を選択します。または、ファイル／書き出し／ファイルを選
択して、現在のファイルを開いたまま保存します。

現在選択しているオーディオの選択範囲を新しいファイルとして保存するには、ファイル／選択範囲を別名で保存を選択します。

開いているすべてのファイルを現在の形式で保存するには、ファイル／すべて保存を選択します。

開いているすべてのファイルを処理するには、ファイル／すべてのオーディオをバッチ処理として保存を選択します。詳しくは、ファイ
ルのバッチ処理を参照してください。

2. ファイル名と場所を指定し、ファイル形式を選択します。

3. 次のオプションを設定します。

サンプルレートとビットデプスを表します。これらのオプションを調整するには、「変更」をクリックします（ファイルの
サンプルレートの変換を参照）。

データの圧縮および保存のモードを示します。これらを調整するには、「変更」をクリックします。（オーディオ形式の設定を
参照してください）。

保存ファイルに、オーディオのマーカーとメタデータパネルの情報を含めます（マーカーの操作およ
びXMP メタデータの表示と編集を参照）。

一部の CD 書き込みアプリケーションは、非オーディオ情報（マーカーやメタデータなど）を誤って解釈し、各トラックの開始部に
不快なノイズを混入させることがあります。
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トップへ戻る

トップへ戻る

オーディオチャンネルのモノラルファイルへの抽出

ステレオファイルまたはサラウンドサウンドファイルの個々のチャンネルを編集または出力する場合、そのチャンネルをモノラルファイルに抽出
します。Adobe Audition では、抽出されたファイル名にそれぞれチャンネル名が付加されます。例えば、ソースが Jazz.aif という名前のステレオ
ファイルの場合、Jazz_L および Jazz_R という名前のモノラルファイルが生成されます。

波形エディターで、編集／各チャンネルをモノラルファイルに抽出を選択します。

抽出したファイルはそれぞれエディターパネルで自動的に開きます。

マルチトラックセッションの保存

マルチトラックセッションファイルは、サイズの小さい非オーディオファイルです。ハードディスク上の関連するオーディオファイルの位置、
セッション内の各オーディオファイルのデュレーション、様々なトラックに適用されているエンベロープとエフェクトなどの情報が保存されてい
ます。保存したセッションファイルを後で開いて、ミックスに変更を加えることができます。
マルチトラックのミックスをすべて Adobe Audition で作成する場合は、セッションファイルを Adobe Audition 独自の SESX 形式で保存します。
マルチトラックコンポジションを他のアプリケーションと共有する場合は、セッションを OMF または Final Cut Pro Interchange 形式に書き出
しを参照してください。

すべての開いているファイルの記録と共にセッションを保存し、それらのファイルをセッションと一緒に自動的に再度開くことができます。マ
ルチトラックの環境設定で、「すべての開いているオーディオファイルおよびビデオファイルを参照」を選択します。

1. マルチトラックエディターで、次のいずれかの操作を行います。

現在のセッションファイルの変更内容を保存するには、ファイル／保存を選択します。

変更したファイルを別のファイル名で保存するには、ファイル／別名で保存を選択します。または、ファイル／書き出し／セッションを
選択して、現在のセッションを開いたまま保存します。

セッションファイルおよびセッションファイルに含まれるすべてのオーディオファイルを保存するには、ファイル／すべて保存を選択し
ます。

2. ファイル名と場所を指定します。

3. オーディオマーカーおよびメタデータパネルの情報を含めるには、「マーカーと他のメタデータを含める」を選択します。

セッションを OMF または Final Cut Pro Interchange 形式に書き出し

完成したミックスをワークフロー内の他のアプリケーションに転送するには、OMF または Final Cut Pro Interchange 形式に書き出します。OMF
は、元々は Avid Pro Tools 用に作成されましたが、現在では多くのオーディオミキシングアプリケーションの一般的なマルチトラック交換形式と
なっています。Final Cut Pro Interchange 形式は、人間が読み取り可能な XML ファイルに基づいており、オフラインで編集して、テキストリファ
レンスやミックスの設定などを変更することができます。

OMF への書き出し

1. マルチトラックエディターで、ファイル／書き出し／OMF を選択します。
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サンプルタイプ

OMF 設定

メディア

注意：

メディアオプション

ハンドルの長さ

トップへ戻る

2. ファイル名と場所を指定します。

3. 次のオプションを設定します。

「変更」をクリックすると、サンプルタイプを変換ダイアログボックスが表示されます（ファイルのサンプルレートの変
換を参照）。

「変更」をクリックすると以下が表示されます。

「カプセル化」を選択すると、オーディオクリップが OMF ファイル自体に保存され、管理が容易になります。「参照」を
選択すると、オーディオクリップは OMF ファイルと同じフォルダーに保存され、必要に応じてオフラインで編集可能になります。
カプセル化された OMF ファイルのサイズの上限は 2 GB です。

クリップソースファイルを、エディターパネルでクリップの長さにトリミングするか、元のファイル全体を反映
するかを指定します。

トリミングしたクリップに関して、クリップの両端を超える時間範囲を指定します。オーディオの範囲に余裕を持た
せることで、フェードや編集の柔軟性が高まります。

「警告」セクションは、除外または変更されるセッションの要素を示します。この情報をクリップボードにコピーするには、警告をコピーボタン 
 をクリックします。

Final Cut Pro Interchange 形式への書き出し

1. マルチトラックエディターで、ファイル／書き出し／FCP XML Interchange 形式を選択します。

2. ファイル名と場所を指定します。

3. オーディオマーカーおよびメタデータパネルの情報を含めるには、「マーカーと他のメタデータを含める」を選択します。

4. セッションおよびソースファイルを他のシステムに転送しやすいように統合するには、「関連ファイルのコピーを保存」を選択します。書き
出すソースファイルの形式とサンプルタイプを変更するには、「オプション」を選択します。

以下のセッション要素が、書き出し後のファイルから除外されます。

ステレオクリップの 2 番目のチャンネル（すべてのクリップおよびトラックがモノラルになります）
オーバーラップしているクリップ
エフェクトおよびトラック EQ

クリップボリュームおよびモノラルからステレオへのトラックパンニング以外の自動化エンベロープ
出力ルーティング、送信、バス、およびマスタートラック

セッションテンプレートの書き出し

セッションテンプレートには、すべてのマルチトラックプロパティおよびクリップが含まれており、同様の設定と作業を必要とするプロジェクト
をすばやく開始するのに役立ちます。例えば、関連する複数の番組に共通するイントロテーマやバックグラウンド環境のために使用できます。
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サンプルタイプ

形式の設定

マーカーと他のメタデータを含める

ミックスダウンオプション

1. ファイル／書き出し／セッションをテンプレートとしてエクスポートを選択します。次に、名前と場所を指定します。
2. テンプレートを新しいセッションに適用するには、ファイル／新規／マルチトラックセッションを選択します。次に、テンプレートメニュー
からオプションを選択します。

セッションアーカイブの書き出し

セッションおよびソースファイルを他のコンピューターやストレージデバイスに転送しやすいように統合するには、セッションアーカイブを書き
出します。

セッションのサンプルレートとビットデプスを変更するには、この操作を行います。

1. ファイル／書き出し／セッションを選択します。
2. 「関連ファイルのコピーを保存」を選択し、「オプション」をクリックします。
3. ソースファイルを別の形式で保存するには、「ファイルを変換」を選択し、必要に応じてオプションを設定します。
4. ソースファイル全体またはトリミングされたソースファイルを書き出すには、メディアオプションメニューから選択します。

「ハンドルの長さ」には、トリミングされたクリップの最初と最後に含める追加のオーディオの長さを指定します。将来トリミングおよび
フェードの調整を柔軟に行えるように、最大 10 秒のハンドルを追加します。

マルチトラックミックスダウンファイルの書き出し

セッションのミキシングが終了したら、様々な形式でセッションのすべてまたは一部を書き出すことができます（オーディオ読み込み形式を参
照）。書き出し時に、マスタートラックにルーティングされた現在のボリューム、パン、エフェクトの各設定値が出力ファイルに反映されます。

特定のオーディオクリップを単一のトラックに簡単にミックスダウンするには、マルチトラック／新規トラックにバウンスコマンドを使用しま
す（複数クリップから 1 つのオーディオクリップの作成を参照）。

1. セッションの一部を書き出す場合は、時間選択ツール  を使用し、目的の範囲を選択します。

2. ファイル／書き出し／マルチトラックミックスダウンから時間選択範囲を選択します

（または、マルチトラック／新規ファイルにミックスダウンを選択して波形エディターでミックスダウンを開き、以下の手順は省略しま
す）。

3. ファイル名と場所を指定し、ファイル形式を選択します。

4. 次のオプションを設定します。

サンプルレートとビットデプスを表します。これらのオプションを調整するには、「変更」をクリックします（ファイルの
サンプルレートの変換を参照）。

データの圧縮および保存のモードを示します。これらを調整するには、「変更」をクリックします。（オーディオ形式の設定を
参照してください）。

保存ファイルに、オーディオのマーカーとメタデータパネルの情報を含めます（マーカーの操作およ
びXMP メタデータの表示と編集を参照）。

トラックを別のファイルとしてミックスダウンするか、モノラル、ステレオおよび 5.1 のミックスダウンを同時
に出力するかを指定します。これらのオプションやその他の設定を調整するには、「変更」をクリックします。
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トップへ戻る

サンプルタイプ（32 ビットファイルのみ）

注意：

バイト順序（16 ビットファイルのみ）

圧縮の種類

チャンネルモード

波形エディターで、編集／オリジナルを編集を選択して、ミックスダウンファイルを作成したマルチトラックセッションを開きます。こ
のコマンドを使用するには、ファイル内にメタデータが埋め込まれている必要があります（書き出したミックスダウンファイルへのオリ
ジナルデータの埋め込みを参照）。

オーディオ形式の設定

ほとんどの場合、圧縮されていないオーディオは AIFF または WAV 形式で保存する必要があります。圧縮した mp3 形式で保存するのは、Web や
携帯型メディアプレーヤー用のファイルを作成する場合のみお勧めします。
別名で保存ダイアログボックスまたは書き出しダイアログボックスで、「形式の設定」の右側にある「変更」をクリックすると、以下のオプ
ションにアクセスできます。

設定変更の効果は、ダイアログボックスの下部にある「推定ファイルサイズ」で確認してください。

AIFF 形式の設定（*aif、*.aiff、*.aifc）

AIFF 形式は、Macintosh 標準の非圧縮のオーディオファイル形式です。

オーディオのビットデプスを設定します。高いビットデプスを設定すると、ダイナミックレンジは大
きくなり、歪みは少なくなります。ただし、ファイルサイズは大きくなり、処理時間も長くなります。 一般的な出力タイプに適切な設定を調べる
には、ビットデプスについてを参照してください。
整数設定では、指定したビットデプスの振幅範囲を超えて拡大するオーディオをクリップします。浮動小数点設定では、必要なストレージ容量は
わずかに大きくなりますが、ダイナミックレンジはより多く保持されます。
ファイルを繰り返し処理して最小の振幅データを破棄する場合は、「32 ビット浮動小数点」を選択します。

著者メタデータを AIFF ファイルに追加するには、メタデータパネルの「XMP」タブにある「ダブリンコア／作成者」フィールドを使用し
ます（XMP メタデータの表示と編集を参照）。

データのバイトの順序を指定します。Intel プロセッサーを搭載しているシステムの場合はリトルエンディ
アン方式を、PowerPC プロセッサーを搭載しているシステムの場合はビッグエンディアン方式を選択します。

Monkey's Audio 形式の設定（.ape）

Monkey's Audio は、音の正確さを維持するロスレスアルゴリズムを使用しながら、オリジナルのファイルサイズの約半分にファイルを圧縮しま
す。

処理速度とファイルサイズのバランスを調整します（処理が高速の場合はファイルサイズが大きくなり、低速の場合はサイズが小さく
なります）。

MP2 オーディオ形式の設定

MP2（MPEG-1 Audio Layer II）は、特にラジオ放送で普及している非可逆圧縮形式です。

次のいずれかのオプションを選択します。
自動：ファイルの現在のチャンネル設定に基づいて、以下のオプションを選択します。
モノラル：1 チャンネルのファイルを生成します。
デュアルモノラル：両方のチャンネルで同じオーディオが流れる 2 チャンネルのファイルを生成します。
ステレオ：それぞれのチャンネルを個別に処理してステレオイメージを維持する 2 チャンネルのファイルを生成します。
ジョイントステレオ：両方のチャンネルを同時に処理します。ファイルサイズは削減されますが、多くの場合ステレオイメージに影響を及ぼ
します。
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ビットレート

種類

「ビットレート」（固定ビットレート用）または「品質」（可変ビットレート用）

サンプルタイプ（32 ビットファイルのみ）

注意：

4 GB 以上のサポート

形式

エンコーディング

ファイルサイズとオーディオ品質のバランスを調整します。大きい値を設定するとサイズが大きくなると共に品質が上がり、小さい
値を設定するとサイズが小さくなると共に品質が下がります。

詳細オプションの説明を表示するには、マウスをオプションの上にかざしてしばらく待ち、ツールチップを表示します。

MP3 形式の設定

MP3 はオンライン配信のための標準圧縮オーディオ形式です。

一貫したビットレートを適用するには「固定」を、オーディオコンテンツに基づいてビットレートを変更するには「可変」を選択します。

ファイルサイズとオーディオ品質のバランスを調整します。大
きい値を設定するとサイズが大きくなると共に品質が上がり、小さい値を設定するとサイズが小さくなると共に品質が下がります。
同じオーディオファイルを 2 回以上 mp3 に圧縮しないでください。mp3 ファイルを開いて再保存すると、ファイルが再圧縮されるため、圧縮
処理に伴うノイズがさらに大きくなります。

QuickTime 形式の設定（オーディオ専用 *.mov）

オーディオ専用 QuickTime ファイルの形式設定は調整できません。常に非圧縮 PCM（Pulse Code Modulation）データとして保存されます。

Wave PCM 形式の設定（.wav、.bwf）

Wave PCM は、Windows の標準の非圧縮オーディオ形式です。

Windows PCM ファイルに Broadcast Wave メタデータを含めることができます（XMP メタデータの表示と編集を参照してください）。

オーディオのビットデプスを設定します。高いビットデプスを設定すると、ダイナミックレンジは大
きくなり、歪みは少なくなります。ただし、ファイルサイズは大きくなり、処理時間も長くなります。 一般的な出力タイプに適切な設定を調べる
には、ビットデプスについてを参照してください。
整数設定では、指定したビットデプスの振幅範囲を超えて拡大するオーディオをクリップします。浮動小数点設定では、必要なストレージ容量は
わずかに大きくなりますが、ダイナミックレンジはより多く保持されます。

標準外の 16.8 および 24.0 浮動小数点オプションは、Adobe Audition の以前のバージョンとの互換性のために提供されています（16.8 は
Audition 1.0 で使用されていた内部形式であり、24.0 は同じバージョンのオプション設定です）。

4GB より大きいファイルを、RF64 形式（現在のヨーロッパ放送連合の標準を反映）または旧バージョンの Audition でサ
ポートされていたマルチデータチャンク形式のいずれかを使用して保存します。
注意：幅広いアプリケーションとの互換性を確保するには、4GB より大きいファイルには RF64 形式を選択してください。

libsndfile、FLAC、OGG 形式の設定

次のオプションは、幅広い形式で共有されています。

FLAC 形式は圧縮（ファイルサイズ縮小）およびロスレス（オーディオの精度を完全に維持）の両方を実現する独特な形式です。

ファイル形式と拡張子を指定します。

ファイルのデータストレージスキームを指定します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

バイト順序

VBR 品質（OGG ファイルのみ）

トップへ戻る

データのバイトの順序を指定します。「デフォルトのバイト順序」を指定すると、システムプロセッサーのデフォルトが自動的に適用
されます。通常はこれが最適なオプションです。

ファイルサイズとオーディオ品質のバランスを調整します（高い値を設定するとファイルサイズは大きくなりま
すが、品質が高くなります）。

ファイルを閉じる

次の操作を必要に応じて実行します。

エディターパネルで現在のファイルを閉じるには、ファイル／閉じるを選択します。

開いているすべてのオーディオ、ビデオ、セッションの各ファイルを閉じるには、ファイル／すべてを閉じるを選択します。

開いているマルチトラックセッションで参照されていないファイルを閉じるには、ファイル／未使用のメディアを閉じるを選択します。

マルチトラックエディターで現在のセッションおよび関連するオーディオクリップを閉じるには、ファイル／セッションとメディアを閉
じるを選択します。

Premiere Pro CS へのマルチトラックミックスの書き出し
バスまたはマスタートラックからのオーディオクリップの作成
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ファイルの保存と書き出し

トップへ戻る

サンプルタイプ

形式の設定

マーカーと他のメタデータを含める

注意：

オーディオファイルの保存

オーディオチャンネルのモノラルファイルへの抽出

マルチトラックセッションの保存

セッションを OMF または Final Cut Pro Interchange 形式に書き出し
セッションテンプレートの書き出し

セッションアーカイブの書き出し

マルチトラックミックスダウンファイルの書き出し

オーディオ形式の設定

ファイルを閉じる

オーディオファイルの保存

波形エディターでは、オーディオファイルを様々なファイル形式で保存できます。どの形式を選択するかは、ファイルをどのように使用するかに

よって決まります。（オーディオ形式の設定を参照してください）。また、各形式で固有の情報が保存されているので、別の形式でファイルを保

存すると、その情報が失われる可能性があります。

1. 波形エディターで、次のいずれかの操作を行います。

現在のファイルの変更内容を保存するには、ファイル／保存を選択します。

変更したファイルを別のファイル名で保存するには、ファイル／別名で保存を選択します。または、ファイル／書き出し／ファイルを選

択して、現在のファイルを開いたまま保存します。

現在選択しているオーディオの選択範囲を新しいファイルとして保存するには、ファイル／選択範囲を別名で保存を選択します。

開いているすべてのファイルを現在の形式で保存するには、ファイル／すべて保存を選択します。

開いているすべてのファイルを処理するには、ファイル／すべてのオーディオをバッチ処理として保存を選択します。詳しくは、ファイ

ルのバッチ処理を参照してください。

2. ファイル名と場所を指定し、ファイル形式を選択します。

3. 次のオプションを設定します。

サンプルレートとビットデプスを表します。これらのオプションを調整するには、「変更」をクリックします（ファイルの

サンプルレートの変換を参照）。

データの圧縮および保存のモードを示します。これらを調整するには、「変更」をクリックします。（オーディオ形式の設定を

参照してください）。

保存ファイルに、オーディオのマーカーとメタデータパネルの情報を含めます（マーカーの操作およ

びXMP メタデータの表示と編集を参照）。

一部の CD 書き込みアプリケーションは、非オーディオ情報（マーカーやメタデータなど）を誤って解釈し、各トラックの開始部に
不快なノイズを混入させることがあります。
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トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

オーディオチャンネルのモノラルファイルへの抽出

ステレオファイルまたはサラウンドサウンドファイルの個々のチャンネルを編集または出力する場合、そのチャンネルをモノラルファイルに抽出

します。Adobe Audition では、抽出されたファイル名にそれぞれチャンネル名が付加されます。例えば、ソースが Jazz.aif という名前のステレオ
ファイルの場合、Jazz_L および Jazz_R という名前のモノラルファイルが生成されます。

波形エディターで、編集／各チャンネルをモノラルファイルに抽出を選択します。

抽出したファイルはそれぞれエディターパネルで自動的に開きます。

マルチトラックセッションの保存

マルチトラックセッションファイルは、サイズの小さい非オーディオファイルです。ハードディスク上の関連するオーディオファイルの位置、

セッション内の各オーディオファイルのデュレーション、様々なトラックに適用されているエンベロープとエフェクトなどの情報が保存されてい

ます。保存したセッションファイルを後で開いて、ミックスに変更を加えることができます。

マルチトラックのミックスをすべて Adobe Audition で作成する場合は、セッションファイルを Adobe Audition 独自の SESX 形式で保存します。
マルチトラックコンポジションを他のアプリケーションと共有する場合は、セッションを OMF または Final Cut Pro Interchange 形式に書き出
しを参照してください。

すべての開いているファイルの記録と共にセッションを保存し、それらのファイルをセッションと一緒に自動的に再度開くことができます。マ

ルチトラックの環境設定で、「すべての開いているオーディオファイルおよびビデオファイルを参照」を選択します。

1. マルチトラックエディターで、次のいずれかの操作を行います。

現在のセッションファイルの変更内容を保存するには、ファイル／保存を選択します。

変更したファイルを別のファイル名で保存するには、ファイル／別名で保存を選択します。または、ファイル／書き出し／セッションを

選択して、現在のセッションを開いたまま保存します。

セッションファイルおよびセッションファイルに含まれるすべてのオーディオファイルを保存するには、ファイル／すべて保存を選択し

ます。

2. ファイル名と場所を指定します。

3. オーディオマーカーおよびメタデータパネルの情報を含めるには、「マーカーと他のメタデータを含める」を選択します。

セッションを OMF または Final Cut Pro Interchange 形式に書き出し

完成したミックスをワークフロー内の他のアプリケーションに転送するには、OMF または Final Cut Pro Interchange 形式に書き出します。OMF
は、元々は Avid Pro Tools 用に作成されましたが、現在では多くのオーディオミキシングアプリケーションの一般的なマルチトラック交換形式と
なっています。Final Cut Pro Interchange 形式は、人間が読み取り可能な XML ファイルに基づいており、オフラインで編集して、テキストリファ
レンスやミックスの設定などを変更することができます。

OMF への書き出し

1. マルチトラックエディターで、ファイル／書き出し／OMF を選択します。
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サンプルタイプ

OMF 設定

メディア

注意：

メディアオプション

ハンドルの長さ

トップへ戻る

2. ファイル名と場所を指定します。

3. 次のオプションを設定します。

「変更」をクリックすると、サンプルタイプを変換ダイアログボックスが表示されます（ファイルのサンプルレートの変

換を参照）。

「変更」をクリックすると以下が表示されます。

「カプセル化」を選択すると、オーディオクリップが OMF ファイル自体に保存され、管理が容易になります。「参照」を
選択すると、オーディオクリップは OMF ファイルと同じフォルダーに保存され、必要に応じてオフラインで編集可能になります。

カプセル化された OMF ファイルのサイズの上限は 2 GB です。

クリップソースファイルを、エディターパネルでクリップの長さにトリミングするか、元のファイル全体を反映

するかを指定します。

トリミングしたクリップに関して、クリップの両端を超える時間範囲を指定します。オーディオの範囲に余裕を持た

せることで、フェードや編集の柔軟性が高まります。

「警告」セクションは、除外または変更されるセッションの要素を示します。この情報をクリップボードにコピーするには、警告をコピーボタン 
 をクリックします。

Final Cut Pro Interchange 形式への書き出し

1. マルチトラックエディターで、ファイル／書き出し／FCP XML Interchange 形式を選択します。

2. ファイル名と場所を指定します。

3. オーディオマーカーおよびメタデータパネルの情報を含めるには、「マーカーと他のメタデータを含める」を選択します。

4. セッションおよびソースファイルを他のシステムに転送しやすいように統合するには、「関連ファイルのコピーを保存」を選択します。書き
出すソースファイルの形式とサンプルタイプを変更するには、「オプション」を選択します。

以下のセッション要素が、書き出し後のファイルから除外されます。

ステレオクリップの 2 番目のチャンネル（すべてのクリップおよびトラックがモノラルになります）

オーバーラップしているクリップ

エフェクトおよびトラック EQ

クリップボリュームおよびモノラルからステレオへのトラックパンニング以外の自動化エンベロープ

出力ルーティング、送信、バス、およびマスタートラック

セッションテンプレートの書き出し

セッションテンプレートには、すべてのマルチトラックプロパティおよびクリップが含まれており、同様の設定と作業を必要とするプロジェクト

をすばやく開始するのに役立ちます。例えば、関連する複数の番組に共通するイントロテーマやバックグラウンド環境のために使用できます。
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トップへ戻る

トップへ戻る

サンプルタイプ

形式の設定

マーカーと他のメタデータを含める

ミックスダウンオプション

1. ファイル／書き出し／セッションをテンプレートとしてエクスポートを選択します。次に、名前と場所を指定します。
2. テンプレートを新しいセッションに適用するには、ファイル／新規／マルチトラックセッションを選択します。次に、テンプレートメニュー
からオプションを選択します。

セッションアーカイブの書き出し

セッションおよびソースファイルを他のコンピューターやストレージデバイスに転送しやすいように統合するには、セッションアーカイブを書き

出します。

セッションのサンプルレートとビットデプスを変更するには、この操作を行います。

1. ファイル／書き出し／セッションを選択します。
2. 「関連ファイルのコピーを保存」を選択し、「オプション」をクリックします。
3. ソースファイルを別の形式で保存するには、「ファイルを変換」を選択し、必要に応じてオプションを設定します。
4. ソースファイル全体またはトリミングされたソースファイルを書き出すには、メディアオプションメニューから選択します。

「ハンドルの長さ」には、トリミングされたクリップの最初と最後に含める追加のオーディオの長さを指定します。将来トリミングおよび

フェードの調整を柔軟に行えるように、最大 10 秒のハンドルを追加します。

マルチトラックミックスダウンファイルの書き出し

セッションのミキシングが終了したら、様々な形式でセッションのすべてまたは一部を書き出すことができます（オーディオ読み込み形式を参

照）。書き出し時に、マスタートラックにルーティングされた現在のボリューム、パン、エフェクトの各設定値が出力ファイルに反映されます。

特定のオーディオクリップを単一のトラックに簡単にミックスダウンするには、マルチトラック／新規トラックにバウンスコマンドを使用しま

す（複数クリップから 1 つのオーディオクリップの作成を参照）。

1. セッションの一部を書き出す場合は、時間選択ツール  を使用し、目的の範囲を選択します。

2. ファイル／書き出し／マルチトラックミックスダウンから時間選択範囲を選択します

（または、マルチトラック／新規ファイルにミックスダウンを選択して波形エディターでミックスダウンを開き、以下の手順は省略しま

す）。

3. ファイル名と場所を指定し、ファイル形式を選択します。

4. 次のオプションを設定します。

サンプルレートとビットデプスを表します。これらのオプションを調整するには、「変更」をクリックします（ファイルの

サンプルレートの変換を参照）。

データの圧縮および保存のモードを示します。これらを調整するには、「変更」をクリックします。（オーディオ形式の設定を

参照してください）。

保存ファイルに、オーディオのマーカーとメタデータパネルの情報を含めます（マーカーの操作およ

びXMP メタデータの表示と編集を参照）。

トラックを別のファイルとしてミックスダウンするか、モノラル、ステレオおよび 5.1 のミックスダウンを同時
に出力するかを指定します。これらのオプションやその他の設定を調整するには、「変更」をクリックします。
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トップへ戻る

サンプルタイプ（32 ビットファイルのみ）

注意：

バイト順序（16 ビットファイルのみ）

圧縮の種類

チャンネルモード

波形エディターで、編集／オリジナルを編集を選択して、ミックスダウンファイルを作成したマルチトラックセッションを開きます。こ

のコマンドを使用するには、ファイル内にメタデータが埋め込まれている必要があります（書き出したミックスダウンファイルへのオリ

ジナルデータの埋め込みを参照）。

オーディオ形式の設定

ほとんどの場合、圧縮されていないオーディオは AIFF または WAV 形式で保存する必要があります。圧縮した mp3 形式で保存するのは、Web や
携帯型メディアプレーヤー用のファイルを作成する場合のみお勧めします。

別名で保存ダイアログボックスまたは書き出しダイアログボックスで、「形式の設定」の右側にある「変更」をクリックすると、以下のオプ

ションにアクセスできます。

設定変更の効果は、ダイアログボックスの下部にある「推定ファイルサイズ」で確認してください。

AIFF 形式の設定（*aif、*.aiff、*.aifc）

AIFF 形式は、Macintosh 標準の非圧縮のオーディオファイル形式です。

オーディオのビットデプスを設定します。高いビットデプスを設定すると、ダイナミックレンジは大

きくなり、歪みは少なくなります。ただし、ファイルサイズは大きくなり、処理時間も長くなります。 一般的な出力タイプに適切な設定を調べる
には、ビットデプスについてを参照してください。

整数設定では、指定したビットデプスの振幅範囲を超えて拡大するオーディオをクリップします。浮動小数点設定では、必要なストレージ容量は

わずかに大きくなりますが、ダイナミックレンジはより多く保持されます。

ファイルを繰り返し処理して最小の振幅データを破棄する場合は、「32 ビット浮動小数点」を選択します。

著者メタデータを AIFF ファイルに追加するには、メタデータパネルの「XMP」タブにある「ダブリンコア／作成者」フィールドを使用し
ます（XMP メタデータの表示と編集を参照）。

データのバイトの順序を指定します。Intel プロセッサーを搭載しているシステムの場合はリトルエンディ
アン方式を、PowerPC プロセッサーを搭載しているシステムの場合はビッグエンディアン方式を選択します。

Monkey's Audio 形式の設定（.ape）

Monkey's Audio は、音の正確さを維持するロスレスアルゴリズムを使用しながら、オリジナルのファイルサイズの約半分にファイルを圧縮しま
す。

処理速度とファイルサイズのバランスを調整します（処理が高速の場合はファイルサイズが大きくなり、低速の場合はサイズが小さく

なります）。

MP2 オーディオ形式の設定

MP2（MPEG-1 Audio Layer II）は、特にラジオ放送で普及している非可逆圧縮形式です。

次のいずれかのオプションを選択します。

自動：ファイルの現在のチャンネル設定に基づいて、以下のオプションを選択します。

モノラル：1 チャンネルのファイルを生成します。
デュアルモノラル：両方のチャンネルで同じオーディオが流れる 2 チャンネルのファイルを生成します。
ステレオ：それぞれのチャンネルを個別に処理してステレオイメージを維持する 2 チャンネルのファイルを生成します。
ジョイントステレオ：両方のチャンネルを同時に処理します。ファイルサイズは削減されますが、多くの場合ステレオイメージに影響を及ぼ

します。
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ビットレート

種類

「ビットレート」（固定ビットレート用）または「品質」（可変ビットレート用）

サンプルタイプ（32 ビットファイルのみ）

注意：

4 GB 以上のサポート

形式

エンコーディング

ファイルサイズとオーディオ品質のバランスを調整します。大きい値を設定するとサイズが大きくなると共に品質が上がり、小さい

値を設定するとサイズが小さくなると共に品質が下がります。

詳細オプションの説明を表示するには、マウスをオプションの上にかざしてしばらく待ち、ツールチップを表示します。

MP3 形式の設定

MP3 はオンライン配信のための標準圧縮オーディオ形式です。

一貫したビットレートを適用するには「固定」を、オーディオコンテンツに基づいてビットレートを変更するには「可変」を選択します。

ファイルサイズとオーディオ品質のバランスを調整します。大

きい値を設定するとサイズが大きくなると共に品質が上がり、小さい値を設定するとサイズが小さくなると共に品質が下がります。

同じオーディオファイルを 2 回以上 mp3 に圧縮しないでください。mp3 ファイルを開いて再保存すると、ファイルが再圧縮されるため、圧縮
処理に伴うノイズがさらに大きくなります。

QuickTime 形式の設定（オーディオ専用 *.mov）

オーディオ専用 QuickTime ファイルの形式設定は調整できません。常に非圧縮 PCM（Pulse Code Modulation）データとして保存されます。

Wave PCM 形式の設定（.wav、.bwf）

Wave PCM は、Windows の標準の非圧縮オーディオ形式です。

Windows PCM ファイルに Broadcast Wave メタデータを含めることができます（XMP メタデータの表示と編集を参照してください）。

オーディオのビットデプスを設定します。高いビットデプスを設定すると、ダイナミックレンジは大

きくなり、歪みは少なくなります。ただし、ファイルサイズは大きくなり、処理時間も長くなります。 一般的な出力タイプに適切な設定を調べる
には、ビットデプスについてを参照してください。

整数設定では、指定したビットデプスの振幅範囲を超えて拡大するオーディオをクリップします。浮動小数点設定では、必要なストレージ容量は

わずかに大きくなりますが、ダイナミックレンジはより多く保持されます。

標準外の 16.8 および 24.0 浮動小数点オプションは、Adobe Audition の以前のバージョンとの互換性のために提供されています（16.8 は
Audition 1.0 で使用されていた内部形式であり、24.0 は同じバージョンのオプション設定です）。

4GB より大きいファイルを、RF64 形式（現在のヨーロッパ放送連合の標準を反映）または旧バージョンの Audition でサ
ポートされていたマルチデータチャンク形式のいずれかを使用して保存します。

注意：幅広いアプリケーションとの互換性を確保するには、4GB より大きいファイルには RF64 形式を選択してください。

libsndfile、FLAC、OGG 形式の設定

次のオプションは、幅広い形式で共有されています。

FLAC 形式は圧縮（ファイルサイズ縮小）およびロスレス（オーディオの精度を完全に維持）の両方を実現する独特な形式です。

ファイル形式と拡張子を指定します。

ファイルのデータストレージスキームを指定します。

189

http://help.adobe.com/ja_JP/audition/cs/using/WSC792C248-F3CC-4edc-B804-98AA4C7BF11D.html#WS58a04a822e3e5010548241038980c2c5-7dba


  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   オンラインプライバシーポリシー

バイト順序

VBR 品質（OGG ファイルのみ）

トップへ戻る

データのバイトの順序を指定します。「デフォルトのバイト順序」を指定すると、システムプロセッサーのデフォルトが自動的に適用

されます。通常はこれが最適なオプションです。

ファイルサイズとオーディオ品質のバランスを調整します（高い値を設定するとファイルサイズは大きくなりま

すが、品質が高くなります）。

ファイルを閉じる

次の操作を必要に応じて実行します。

エディターパネルで現在のファイルを閉じるには、ファイル／閉じるを選択します。

開いているすべてのオーディオ、ビデオ、セッションの各ファイルを閉じるには、ファイル／すべてを閉じるを選択します。

開いているマルチトラックセッションで参照されていないファイルを閉じるには、ファイル／未使用のメディアを閉じるを選択します。

マルチトラックエディターで現在のセッションおよび関連するオーディオクリップを閉じるには、ファイル／セッションとメディアを閉

じるを選択します。

Premiere Pro CS へのマルチトラックミックスの書き出し

バスまたはマスタートラックからのオーディオクリップの作成
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XMP メタデータの表示と編集

注意：

トップへ戻る

注意：

トップへ戻る

メタデータパネルと XMP について
XMP メタデータの表示と非表示
XMP メタデータの編集
XMP メタデータの検索
Adobe Audition では、メタデータパネルに「BWF」、「ID3」、「RIFF」のタブが表示され、この一般的なオーディオメタデータに簡単にアクセ
スできます。「XMP」タブには、同じ情報が、アドビのビデオアプリケーションに共通の、より多くのメタデータのリストと共に表示されます
（例えば、「RIFF」タブの「表示タイトル」フィールドは、「XMP」タブの「ダブリンコア」セクションの「タイトル」フィールドに対応しま
す）。

ファイルを保存するときにメタデータを保持するには、保存ダイアログボックスまたは書き出しダイアログボックスで「マーカーと他のメ
タデータを含める」を選択します。
「BWF」タブは Broadcast Wave ファイルに適用され、再生の時間オフセットや標準の記述メタデータを指定できます。Broadcast Wave メタ
データをファイルに含めるには、WAV 形式で保存する必要があります。オーディオファイルの保存を参照してください。Broadcast Wave ファイ
ルをマルチトラックエディターに挿入するには、セッション内の所定の位置への Broadcast Wave ファイルのスポット挿入を参照してください。
「ID3」タブと「RIFF」タブは、それぞれ mp3 とラジオ業界メタデータに適用されます。

メタデータパネルと XMP について
ワークフローを簡略化したり、ファイルを整理したりするには、XMP メタデータを使用します。メタデータは、ファイルに関する説明情報のセッ
トです。ビデオファイルやオーディオファイルには、日付、再生時間、ファイルの種類などの基本的なメタデータプロパティが自動的に含まれま
す。場所、ディレクター、著作権などのプロパティで詳細情報を追加できます。
メタデータパネルを使用すると、Adobe のビデオおよびオーディオアプリケーション間でアセットに関する情報を共有できます。1 つのアプリ
ケーションのプロジェクトパネルまたはファイルパネルに限定されていた、従来のクリッププロパティとは異なり、メタデータプロパティはソー
スファイルに埋め込まれるので、他のアプリケーションでも自動的にデータが表示されます。このメタデータ共有によって、制作ワークフローの
中で、ビデオアセットをすばやく追跡および管理できます。

メタデータパネルのプロパティは Adobe Bridge でも表示され、アセットを手早く探すのに役立つ詳細情報を得ることができます。
メタデータパネルに関するビデオについては、アドビ システムズ社の Web サイトを参照してください。
「Premiere Pro CS5 for Avid Editors」のビデオ（英語）で、Maxim Jago 氏が XMP メタデータについて説明しています。

スキーマとプロパティについて
メタデータスキーマは、あるワークフローに固有のプロパティのコレクションです。例えば、ダイナミックメディアスキーマには、シーンや撮影
場所などデジタルビデオプロジェクトに適したプロパティが含まれています。一方、Exif スキーマには、露出時間や絞り値などデジタル写真に適
したプロパティが含まれています。日付やタイトルなどのより一般的なプロパティは、ダブリンコアスキーマに含まれます。異なるプロパティを
表示するには、メタデータの表示と非表示を参照してください。
特定のスキーマおよびプロパティについて詳しくは、メタデータパネルでスキーマまたはプロパティにマウスポインターを置きます。 ほとんど
の項目については、ツールヒントに詳細が表示されます。

XMP 標準について
Adobe アプリケーションでは、Extensible Metadata Platform（XMP）を使用してメタデータを保存します。XMP は XML に基づいており、様々な
アプリケーション間および印刷出版関連の工程でメタデータの交換に役立ちます。 XMP 以外の形式によるメタデータ（Exif、GPS、TIFF など）
のほとんどは自動的に XMP に変換されるので、簡単に表示および管理することができます。
多くの場合、XMP メタデータはソースファイルに直接保存されます。ただし、XMP がサポートされていないファイル形式については、メタデー
タは別のサイドカーファイルに保存されます。
対応するファイルを持たないプロジェクトアセットについては、XMP がサポートされません。例えば、Adobe Premiere Pro で使用するカラー
バー＆トーン、カウントダウンマーク、カラーマット、タイトル、ブラックビデオ、クリアビデオなどがこれに該当します。
メタデータの作成および交換機能をカスタマイズするには、XMP ソフトウェア開発キットを使用します。XMP について詳しくは、Extensible
Metadata Platform（英語）を参照してください。

XMP メタデータの表示と非表示
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整数値

実数値

テキスト

ブール関数

トップへ戻る

トップへ戻る

メタデータパネルをワークフローに合わせて最適化するには、スキーマ全体または個々のプロパティの表示と非表示を切り替えて、必要なものだ
けを表示します。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。

2. スキーマまたはプロパティの表示と非表示を切り替えるには、リストからスキーマまたはプロパティを選択または選択解除します。

メタデータセットの保存、切り替えまたは削除
複数のワークフローを使用するときに、それぞれで表示する必要があるメタデータが異なる場合は、メタデータのセットを保存し、切り替えるこ
とができます。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。

2. 次の操作を必要に応じて実行します。

カスタマイズした表示するメタデータのセットを保存するには、「設定を保存」をクリックします。名前を入力して「OK」をクリック
します。
以前に保存したメタデータのセットを表示するには、メニューからメタデータを選択します。
以前に保存したメタデータのセットを削除するには、メニューからメタデータを選択し、「設定を削除」をクリックします。

スキーマとプロパティの作成
初期設定のメタデータオプションでは対応できない固有のカスタマイズしたワークフローがある場合は、独自のスキーマおよびプロパティを作成
します。

1. メタデータパネルメニュー  から、メタデータの表示のオプションを選択します。

2. 「新規スキーマ」をクリックし、名前を入力します

3. リストで、スキーマ名の右にある「プロパティを追加」をクリックします。

4. プロパティ名を入力し、型として次のいずれかを選択します。

ドラッグまたはクリックして変更する整数を表示します。

ドラッグまたはクリックして変更する小数を表示します。

テキストボックスを表示します（場所などのプロパティの場合）。

チェックボックスを表示します（オンまたはオフのプロパティの場合）。

XMP メタデータの編集
名前が似ているプロパティは、メタデータパネルとファイルパネルでリンクされます。ただし、メタデータパネルにはより広範囲のプロパティが
表示されます。

1. エディターパネルで、目的のファイルまたはセッションを開きます。

2. メタデータパネルで、必要に応じて、テキストを編集したり、値を調整したりします。

XMP メタデータの検索
1. エディターパネルで、検索対象のファイルまたはセッションを開きます。

2. メタデータパネルで、「XMP」タブをクリックします。

3. 検索ボックスに、検索するテキストを入力します。
メタデータのリストが折りたたまれ、検索文字列を含んだプロパティだけが表示されます。

4. 検索結果を順に表示するには、検索ボックス右側の前へ移動ボタン  と次へ移動ボタン  をクリックするか、Tab キーを押します。

5. 検索モードを終了して完全なメタデータリストに戻るには、検索ボックス右側の閉じるボタン  をクリックします。
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キーボードショートカット

このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

トップへ戻る

ショートカットの検索
ショートカットのカスタマイズ
ショートカットのカスタム設定の保存または削除
デフォルトのショートカットのリストア
Adobe Audition は、編集処理を高速化するためのデフォルトのキーボードショートカットをサポートしています。メニューやツールヒント内のコ
マンド名およびボタン名の右側に使用可能なキーボードショートカットが表示されます。ほとんどのショートカットがカスタマイズ可能で、他の
機能のショートカットを追加することもできます。

ショートカットの検索
次の操作を必要に応じて実行します。
メニューコマンドの場合は、コマンド名の右側にあるショートカットを探します。
ツールやボタンの場合は、ツールヒントの右側のショートカットを探します（ツールヒントを表示するには、カーソルをツールまたはボ
タン上に置きます）。
すべてのショートカットのリストを表示するには、編集／キーボードショートカットを選択します。

ショートカットのカスタマイズ
ほぼすべてのデフォルトのキーボードショートカットをカスタマイズできます。また、その他のコマンド用のショートカットを追加することもで
きます。

1. 編集／キーボードショートカットを選択します。
2. 「コマンド」から、カスタマイズするコマンドを選択します。
3. 既存のショートカットを置換または削除するには、「コマンドのショートカット」メニューから任意のショートカットを選択します。
4. 次の操作を必要に応じて実行します。

キーボードショートカットを割り当てるには、「ショートカットを入力」ボックス内をクリックして、キーの組み合わせを押します。
「割り当て」をクリックします。
ショートカットを削除するには、「削除」をクリックします。

すでに使われているキーの組み合わせを入力した場合は、警告が表示されます。ショートカットを別のコマンドに切り替える場合は「はい」
を、既存の割り当てを維持する場合は「いいえ」をクリックします。
ワークスペースコマンドにショートカットを割り当てると、カスタムパネルのレイアウトをすばやく切り替えることができます。

ショートカットのカスタム設定の保存または削除
1. 編集／キーボードショートカットを選択します。
2. 次のいずれかの操作を行います。

カスタム設定を保存するには、「別名で保存」をクリックして名前を入力し、「OK」をクリックします。
カスタム設定を削除するには、「セット」メニューからカスタム設定を選択し、「削除」をクリックします。

デフォルトのショートカットのリストア
1. 編集／キーボードショートカットを選択します。
2. 「セット」メニューから「デフォルトセット」を選択します。
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デフォルトのキーボードショートカット

トップへ戻る

トップへ戻る

オーディオの再生およびズームに使用するキー
オーディオファイルの編集に使用するキー
マルチトラックセッションのミキシングに使用するキー
このリストには、Adobe Audition に習熟したユーザーにとって特に便利なショートカットが含まれています。すべてのショートカットのリストを
表示するには、編集／キーボードショートカットを選択します。

オーディオの再生およびズームに使用するキー

オーディオファイルの編集に使用するキー
次のキーボードショートカットは、波形エディターでのみ利用できます。

結果 Windows のショートカット Mac OS のショートカット

前のコマンドを繰り返す（ダイアログボッ
クスが表示され、「OK」がクリックされ
ます）

Shift + R Shift + R

前のコマンドを繰り返す（ダイアログボッ
クスが表示されますが、「OK」はクリッ

Ctrl + R Command + R

結果 Windows のショートカット Mac OS のショートカット

波形エディターとマルチトラックエディ
ターを切り替える

8 8

再生を開始または停止 スペースキー スペースキー

時間インジケーターをタイムラインの先頭
に移動

Home Home

時間インジケーターをタイムラインの末尾
に移動

End End

時間インジケーターを前のマーカー、ク
リップまたは選択範囲の端に移動

Ctrl + 左向き矢印 Command + 左向き矢印

時間インジケーターを次のマーカー、ク
リップまたは選択範囲の端に移動

Ctrl + 右向き矢印 Command + 右向き矢印

「停止時に CTI を開始位置に戻す」の環
境設定を切り替え

Shift + X Shift + X

横方向にズームイン ^ ^

縦方向にズームイン Alt+^ Option+=

横方向にズームアウト - -

縦方向にズームアウト Alt + マイナス記号 Option + マイナス記号

マーカーを追加 M または *（アスタリスク） M または *（アスタリスク）

前のマーカーに移動 Crtl + Alt + 左向き矢印 Command + Alt + 左向き矢印
次のマーカーに移動 Crtl + Alt + 右向き矢印 Command + Alt + 右向き矢印
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クされません）

サンプルタイプを変換ダイアログボックス
を開く

Shift + T Shift + T

ノイズリダクションエフェクト用にノイズ
リダクションプロファイルをキャプチャ

Shift + P Shift + P

編集用にステレオファイルの L チャンネル
をアクティブにする

上向き矢印 上向き矢印

編集用にステレオファイルの R チャンネ
ルをアクティブにする

下向き矢印 下向き矢印

スペクトル表示を対数よりまたはリニアよ
りにする

Control + Alt + 上向き矢印または下向き矢
印

Option + Command + 上向き矢印または下
向き矢印

スペクトル表示を完全に対数またはリニア
にする

Ctrl + Alt + Page Up または Page Down Option + Command + Page Up または
Page Down

スペクトル解像度を増減する Shift + Ctrl + 上向き矢印または下向き矢印 Shift + Command + 上向き矢印または下向
き矢印

マルチトラックセッションのミキシングに使用するキー
次のキーボードショートカットは、マルチトラックエディターでのみ利用できます。

結果 Windows のショートカット Mac OS のショートカット

すべてのオーディオトラックで同じ入力ま
たは出力を選択する

Ctrl+Shift キーを押しながら選択 Command + Shift キーを押しながら選択

すべてのトラックで「ミュート」、「ソ
ロ」、「録音用に準備」、「入力をモニ
ター」をアクティブまたは非アクティブに
する

Ctrl + Shift キーを押しながらクリック Command + Shift キーを押しながらクリッ
ク

ノブの設定値を大きい変化幅で調整する Shift キーを押しながらドラッグ Shift キーを押しながらドラッグ

ノブの設定値を小さい変化幅で調整する Ctrl キーを押しながらドラッグ Command キーを押しながらドラッグ

選択されたクリップを左にずらす Alt + カンマ Option + カンマ

選択されたクリップを右にずらす Alt + ピリオド Alt + ピリオド

キーフレームの時間の位置またはパラメー
ター値を維持

Shift キーを押しながらドラッグ Shift キーを押しながらドラッグ

キーフレームを作成せずにエンベロープセ
グメントを再配置

Ctrl キーを押しながらドラッグ Command キーを押しながらドラッグ
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必要システム構成
このページからリンクされている内容の一部は英語版のみです。
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