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1 初めに 
uTool はお使いのuTrack24、uTrack-X32、そしてP-16ハードウェアに多種多様な機能をもたらすCymatic Audio

のソフトウェア・ツールです。uToolはOS XとWindowsの両方に対応しています。 

1.1. 諸機能 

uToolは主に次の二機能を提供します：  

• ファイル変換 

• プレイリスト作成 

uTrack24及びuTrack-X32コンテンツ用のファイル変換 

uTrack24/uTrack-X32（これより単純に“uTrack”と表記します）はマルチチャンネルのwaveファイルの録音と再

生を行います。uTrackの録音ファイルは、時として標準的なDAWのファイ容量制限（2GB）を超過することがあり

ます。この問題を回避するため、録音しているマルチチャンネルファイルが2GBに達すると、uTrackは自動的に

そのソング内に、1サンプルも欠落することなく、（“チャンク＝塊”として）新しいマルチチャンネルの録音ファイ

ルを作成します。  

uToolはファイル変換機能を持っており、これによりuTrackとDAW（デジタル・オーディオ・ワークステーション）と

の間のファイルの移動をお使いのコンピューターで行うことができます。  

uToolソフトウェアは、uTrackユーザーに対し、二つの重要な機能を提供します： 

uTrack録音ファイルをコンピューターにインポート：　uToolはマルチチャンネルのwaveファイルのチャンクをモノ

のwaveファイルに分割して録音します。この機能は、各トラック用に個別の標準的なモノwaveファイルを作成す

るために、チャンク内のそれぞれのモノwaveファイルを結合させます。  

uTrackソングをドライブへエクスポート：　uToolはuTrackハードウェアでの再生に備え、モノwaveファイルのグルー

プをマルチチャンネルwaveファイルに結合します。 

プレイリストの作成と編集 

uToolでは、ソング・プロジェクトのプレイリストを作成し、管理することができます。これらプレイリストは、ソング

と共に外付けUSBストレージ機器にエクスポートすることも可能です。その上でUSBストレージ機器を使用し、お

使いのデバイスでプレイリストを再生することができます。 

1.2. uToolのインストール方法 

• Cymatic Audioダウンロードページ（http://www.cymaticaudio.com/downloads）へアクセスしてください。 

• ローカルドライブへOS X用またはWindows用のuToolインストーラーファイルをダウンロードしてください。 

• ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、セットアップ作業を始めてください。 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1.3. uToolの初回起動時 

初期設定： 

uToolの初回起動時には初期設定画面が表示されます。uToolで管理するデバイス（複数可）を選定し、 コン

ピューターで使用する固定ドライブを選択してください。ここで設定する項目は、設定タブからいつでも変更する

ことができます。詳細は設定タブの項目をご参照ください。  

�

uToolバージョン1.xからバージョン2.xへの移行 

uToolのバージョン2はバージョン1と大きく異なります。一段と使い易さが向上したことに加え、多くの新機能が

追加されました。バージョン1の時に比べ、プロジェクトファイルにはより多くの情報が保存されます。このため、

uToolバージョン2の起動に際し、バージョン1で作成されたファイルの移管が行われます。下位互換となってい

るため、旧バージョンのファイルの使用は引き続き可能です。既にバージョン1がインストールされているコン

ピューターに、上書きでuToolバージョン2をインストールすると、データの移管が行われる旨を説明する画面が

表示されます。  

1.4. uToolのユーザーインターフェース 

uToolの画面上部には六個のタブが用意されており、これらをクリックすることでそれぞれのユーザーインター

フェースへアクセスできます。タブの末尾には「取り消し」と「元に戻す」ボタンがあります。  

�  

  

目次

 
 
4ユーザーマニュアル 

uTool 
Feb 2007



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

2 設定タブ 
uToolの設定（Settings）タブでは、ソフトウェアに関する以下の諸項目の設定を変更することができます：  

�  

１．デバイス（Devices）:　uToolで管理するデバイスを選択します。ここでは複数のデバイスを選択する

ことができます： 

• uTrack24 

• uTrack-X32 

• LP-16 

選択されたデバイスに応じてuToolのユーザーインターフェースは適宜切り替わります。 

２．デフォルトのファイル保存場所（Default File Locations） 

プロジェクト・ライブラリ（Project Library）：　uToolがソングとプレイリスト・プロジェクト（.prjファイル）を保存する

デフォルトの階層を指定します。プロジェクトファイルにはソースとなるwaveファイルの保存階層とそのプロジェ

クトに関連したその他の関連ファイルが含まれます。  

オーディオファイル・ライブラリ（Audio File Library）：　uTrackデバイスで使う録音素材をインポートする際、

Audio File Libraryフォルダ内にモノwaveファイルを収めるソングフォルダが作成されます。uToolのホームタブか

らソング・プロジェクトを作成する場合、デフォルトではこのフォルダ内の内容が選択肢として表示されます。ソー

スとなるwaveファイルは、Audio File Libraryフォルダ内に保存することが推奨されます。 
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注：　プロジェクトのライブラリ階層と、オーディオファイル・ライブラリの階層は、同じフォルダ内に作成するこ

とが強く推奨されます。例えば、上図では両フォルダとも “C:\Users\digic_000\Music\Cymatic\”内に

存在しています。オーディオファイル・ライブラリをネットワークドライブに置くことは推奨されません。ネッ

トワークドライブを使用すると、パフォーマンス上の問題をきたす可能性があります。 

3. 固定ドライブ（Fixed Drives）（Windowsのみ）：　固定ドライブとして選択されていないドライブはインポート/エ

クスポート（Import/Export）タブの“Removable drive”に表示されます。 

注：　uToolの初回起動時は、固定ドライブに内蔵ドライブのみを認識させるため、事前に全ての外付けハー

ドドライブの接続を外すことが推奨されます。起動後、USB経由で接続されたドライブは全て取り外し

可能なドライブとして認識されます。 

4. オーディオ機器の種類（Audio Device Type）（Windowsのみ）：　Windowsコンピューターで使用するオーディオ

出力プロトコルの種類を選択します。以下の三項目が選択可能です： 

Windows Audio：　これは標準的なWindows Audioプロトコルです。コンピューターの内蔵サウンドカードを使用す

る場合はこれを選択します。  

Direct Sound：　“Direct Sound”オーディオ・プロトコルを使用する場合はこれを選択します。 

ASIO：　これはプロフェッショナル仕様の“ASIO”オーディオ・プロトコルです。uToolのオーディオをASIOドライバー

経由で使用可能なプロ仕様のコンピューター用オーディオインターフェースでモニターしたい場合は、これを選

択します。  

5. 出力（Output）：　uToolのステレオ出力の送出先を選択します。 

6. 有効出力チャンネル（Active Output Channels）：　選択された出力デバイスの一対のステレオチャンネルを

選択します。 

注：　マルチトラックのソング・プロジェクトを試聴する際、uToolは有効出力チャンネルにのみステレオのダ

ウンミックスを送ります。 

7. サンプルレート（Sample Rate）：　選択されたオーディオ・ハードウェアが作動するサンプルレートを決定しま

す。使用できるサンプルレートは、選択されたオーディオ・ハードウェアの性能に応じて変わります。 

8. オーディオ・バッファサイズ（Audio Buffer Size）：　選択されたオーディオデバイスのバッファサイズを選択し

ます。バッファサイズは大きいほど、コンピューターのCPUに対する負荷は軽減されます。 
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3 ホームタブ 
ホーム（Home）タブでは、ソング・プロジェクトとプレイリストの作成と変更が行えます。ホームタブの構成は、選

択されたuToolで管理されるデバイスにより異なります。  

�  

ホームタブは2つのパートから成ります。左サイドのパネルはプロジェクト・エクスプローラー（Project Explorer）

です。プロジェクト・エクスプローラーは一目で全てのプロジェクトが視認できます。三角ボタンを使うと、プロジェ

クト・エクスプローラー内のコンテンツを拡張表示したり、閉じたりすることができます。  

右サイドのパネルには、プロジェクト・エクスプローラーで選択されたアイテムの詳細情報が表示されます。この

詳細（Details）パネルは、プロジェクト・エクスプローラーで何が選択されているかによって表示内容が変わりま

す。 

uToolバージョン2ではソングとプレイリストの管理を簡便にすべく、フォルダ作成が可能になりました。新規フォ

ルダは、プロジェクト・エクスプローラー内のアイテムを右クリックするか、詳細パネルから作成することができま

す。 
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3.1. マルチトラックのソング・プロジェクトを作成する 

マルチトラックソングの作成ページは以下の何れかの方法で開きます： 

• プロジェクト・エクスプローラーパネルにて、マルチトラックソングのアイテムをクリックし、詳細（Details）パネル
より、新規マルチトラックソング（New MultiTrack Song）ボタンをクリックします。  

• あるいは、マルチトラックソングのアイテムを右クリックし、新規マルチトラックソング（New MultiTrack Song）を
選択することでも同じ作業が行えます。  

新規マルチトラックソングのページには以下のフィールドがあります： 

�  

1. 場所（Location）：　プロジェクト・エクスプローラーパネルにけるソングの場所が表示されます。 

2. ソング名（Song Name）：　この名称は再生デバイスに表示されます。 

3. 同期ユニット（Synched Units）：　ターゲットデバイスとしてuTrack24 を使用している場合、このドロップダウン

メニューにて、同期ユニットの数を選択することができます。選択された同期ユニット数（2、3、または4）により、

使用可能なトラック数は変化します。詳細につきましては、uTrack24の同期マニュアルを参照してください。 

4. サンプルレート（Sampling Rate）：　画面上部にあるこちらのドロップダウンメニューで選択可能なサンプルレー

トを一つ選びます。ここの設定により、 終的に作成されるソングのサンプルレートが決まります。選択された

サンプルレートにより、使用可能なトラック数は変化します。 

5. 解像度（Resolution）：　ソングのビットデプスを決定します。選択肢は16ビットか24ビットです。 

6. オーディオファイル（Audio Files）(ソース)：　オーディオファイルとフォルダのデフォルトの場所がこのパネル

に表示されます。オーディオファイルパネル内からは、どのソース場所へもブラウズすることができます。  
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7. トラックパネル（Tracks Panel）:　オーディオファイルパネルの右側にあるこちらのトラックパネルに表示される

スロット数は、選択されたターゲットデバイスにより変化します。列記された番号は、使用デバイスのオーディオ

出力トラックを意味します。モノwaveファイルを左側のパネルより、右パネルのスロットにドラッグします。チェッ

クボックスを使用すると、複数のチャンネルを選択することができます。 

注：　ステレオファイルを選択すると、2トラックを占有します。トラック名は上から順にTrack 1、Track 2と名付

けられます。マルチチャンネルwaveファイルをドラッグ＆ドロップすることも可能であり、この場合のトラッ

ク名は、マルチチャンネルwaveファイルの有するチャンネル数に応じて決まります。  

8. MIDIファイル（LP16及びuTrack24のみ）：　MIDIファイルをソング・プロジェクトに内包させることができます。ソ

ング再生時に、MIDIファイルはオーディオトラックと同期しながら5ピンのMIDI出力より再生されます。このMIDIファ

イルメニューより、ソング・プロジェクトへお望みのMIDIファイルを読み込んでください。読み込まれたMIDIファイ

ルの名称は尺と共に表示されます。 

9. オンボード・オーディオミキサー（Onboard Audio Mixer）：　マルチトラックのソング・プロジェクトの試聴をする

ため、uToolにはオンボードのソフトウェア・オーディオミキサーが備わっています。ミキサーを表示させるには、

トラックパネル右側のミキサーボタンをダブルクリックします。  

�  

• フェーダー、パン、ミュート及びソロの操作項目を使ってソングのミックスを調整してください。画面下部の再生

アイコンをクリックすることで、ソングの試聴ができます。  

• Revert changes（元に戻す）ボタンをクリックすると、ソングのミックスがデフォルトの状態に復帰します。 個別
のフェーダーをダブルクリックすると、そのフェーダーの位置がデフォルト値に戻ります。  

• 右上の角にあるpre/post ボタンをクリックすると、レベルメーター（チャンネルフェーダー内にインライン表示）
をプリフェーダーかポストフェーダーに切り替えることができます。プリフェーダーに設定すると、メーターはチャ
ンネルフェーダーのレベルに左右されません。ポストフェーダーに設定すると、メーターはフェーダー位置の
影響を受けますので、フェーダー調整によりデジタル・オーバーロードが発生した場合は、問題を視認するこ
とができます。  
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• プリセットオプションがありますので、こちらにてプリセットの作成、変更、及び読み込みを行ってください。プリ
セットフィールド内のフィールドをクリックすると、使用可能な全てのオプションが表示されます。  

注：uTrack-X32使用時は、コンピューターでのモニター用としてのみこのミキサーを使用することができます。 

注：LP-16はモノのモニターミキサーを実装しております。従いまして、LP-16の場合、パン設定はソング設定へエ

クスポートされません。  

注：uTrack-24使用時はソロ設定はエクスポートされません。uTrack24では、ユーザーインターフェース上のチャ

ンネルフォーカスメニューより有効化できる一時的なソロ機能のみ使用可能となっております。  

注：uTrack-24及びLP-16は個別の出力に対し出力フェーダーを実装しています。デバイス設定メニューの再生

オプションにて、“Output Post Fader”を選択すると、デバイスはモニターミキサーのフェーダー値を出力フェー

ダーの値として使用することができます。  

10. 保存（Save）：　Saveをクリックしてソング・プロジェクトを保存します。再サンプリングやビットデプスを変更す

る必要のトラックがある場合は、Saveをクリックする前に、必ず"enable re-sampling & resolution change"をチェッ

クしておく必要があります。 

3.1.1. 詳細パネル 

�  

プロジェクト・エクスプローラーにてソング・アイテムが選択されると、詳細（Details）パネルにそのソングの詳細

情報が表示されます。ソング・プロジェクトの編集、名称変更、消去、複製などの作業は詳細パネルにて実行で

きます。これは、プロジェクト・エクスプローラーパネルの中のソング・プロジェクトを右クリックすることでもアクセ

ス可能です。 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3.1.2. コンピューター間のプロジェクトの移動  

uToolバージョン2.xより、簡単にコンピューター間でプロジェクトファイルやソースファイルを移動させることがで

きるようになりました。 

プロジェクトとファイルの移動は、オーディオファイル・ライブラリとプロジェクト・ライブラリを元のコンピューター

から移動先のコンピューターへコピーすることで実行できます。その上で、移動先のコンピューターでuToolを起

動し、プロジェクト・ライブラリとオーディオファイル・ライブラリのデフォルト位置をそれぞれのコピーした階層に

指定します。これにより、uToolは移動先のコンピューターで使用することができます。 

ソング・プロジェクトを作成する際、ソースファイルがオーディオファイル・ライブラリ内にある階層から指定され

ていないと、このコンピューター間でファイルを移動するメカニズムは機能しません。 

ソング・プロジェクトを作成する際にソースファイルの場所がオーディオファイル・ライブラリ内にある階層から外

れている場合、uToolでは特定のボタンを一回クリックするだけで、オーディオファイルをオーディオライブラリに

コピーすることができます。  

�  

ソング・プロジェクト内の詳細パネルでは、オーディオライブラリ外にあるトラックは全てオレンジ色の警告入りで

表示されます。“Copy audio files to Audio Library”ボタンをクリックすると、これらファイルをオーディオライブラ

リフォルダにコピーすることができます。 

注：　”Copy audio files to Audio Library”ボタンは、詳細パネルでフォルダが選択されている場合、フォルダ

を右クリックすることでアクセスすることもできます。ボタンをクリックすると、オーディオライブラリの外

に存在するソング・プロジェクトの全ファイルを、オーディオライブラリにコピーします。全てのファイル

がオーディオライブラリの階層内にある場合、このボタンは使用できません。 
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3.2. プレイリストの作成 

プレイリストは、マルチトラック、またはステレオオーディオファイルの配列が事前に構成されています。uToolで

は各オーディオがどのように次のソングに移行するのか、フレキシブルにカスタマイズすることが可能です。 

プレイリスト編集（Edit Playlist）ページの表示方法:  

• プロジェクト・エクスプローラーでプレイリストのアイテムをクリックします。 

• 詳細パネルにて新規プレイリスト（New Playlist）をクリックするか、またはプロジェクト・エクスプローラーでプレ
イリストのアイテムを右クリックします。 

�  

プレイリスト編集ページには以下のフィールドがあります: 

1. 場所（Location）はプロジェクト・エクスプローラーパネルにおける該当プレイリストの場所を表します。  

2. プレイリスト名（Playlist Name）で名称を変更することができます。 

3. 左側にある使用可能なソング（Available Songs）パネルより使用するソングをドラッグし、右側のプレイリスト

の内容（Playlist Content）パネルへドロップします。Shiftキー、またはCntrlキーを使用すると、左側のパネル

で複数のソングを選択することができます。右側のパネルでは、内容物をクリックしてドラッグすることで、プ

レイリスト内の順列を変更することができます。 

4. ソングのスタートモード（Start Mode）アイコン(� )をクリックすると、そのプレイリストの登録ソングに

対するスタートモードのポップアップメニューが表示されます。スタートモードでは、前のソングが終了した後、

次のソングがどのようにスタートするかを決めることができます。スタートモードのオプションは以下の通りで

す： 

• ディレイなし（No Delay）：　プレイリストの登録ソングは、前のソング終了後、すぐに再生されます。  

• キー操作まで待機（Wait for Key Press）：　プレイリストの登録ソングは、ハードウェアのトランスポートで再生

ボタンが押されるまで再生を開始しません。  

• タイマー再生（Wait for Timer）：　プレイリストの登録ソングの再生は、ここで設定された秒数を待って開始し

ます。入力可能な 大値は99秒です。 
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5. チェックボックスを使ってプレイリスト内のソングを選択します。プレイリストからソングを削除する場合は、ソ

ング削除（Remove Song）ボタンを使用します。  

6. プレイリストを保存する際は保存（Save）ボタンをクリックしてください。必要な全てのソングが追加されました

ら、画面下部の保存ボタンをクリックしてください。表示はプレイリストのメイン画面に戻ります。プレイリスト

の作成が完了すると、エクスポートタブが表示されるようになり、選択して外付けドライブへのエクスポートが

可能となります。  

3.3. ステレオソング・プロジェクトの追加 

プロジェクト・エクスプローラーパネルにて、ステレオソングのアイテムをクリックします。ステレオソングを追加

（Add Stereo Songs）ページは、詳細パネルにあるAdd Stereo Songsボタンをクリックすることで開けます。これ

はステレオソングのアイテムを右クリックした上で、Add Stereo Songsを選択することでも表示できます。  

�  

ステレオソングはコンピューター内のどの場所からでも、このページへドラッグ＆ドロップすることができます。ペー

ジ内でエクスプローラーを起動する際は、ファイルエクスプローラーを開く（Open File Explorer）ボタンをクリック

します。このページに表示されたソングは、ソング名をダブルクリックすることで、変更を加えることができます。  

新規で追加されたステレオソングを保存する場合は、“Save new Songs and close”ボタンをクリックしてくださ

い。  
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4 エクスポートタブ 
エクスポート（Export）タブでは、ターゲットデバイスでの使用へ向け、マルチトラックソング、ステレオソング、そ

してプレイリストを外付けドライブへエクスポートすることが可能です。プロジェクト・エクスプローラー内にある物

は以下の手順でエクスポートします。  

�  

1. ターゲットタイプ（Target Type）設定で然るべきターゲットデバイスが選択されていることを確認してください。 

2. プロジェクト・エクスプローラーパネルにて、チェックボックスをクリックし、該当するソングやプレイリストを選

択します。フォルダを選択することもでき、この場合はフォルダ内の全ソングが選択されます。プレイリストが

選択された場合は、そのプレイリスト内のソングも全て自動的に選択されます。  

3. 外付けドライブをコンピューターに接続します。ターゲット（Target）フィールドにて、然るべきドライブを選択し

てください。エクスポートタブの設定パネル内に、現在の空き容量とエクスポート後の空き容量が表示されま

す。選択されたコンテンツを内蔵ドライブにエクスポートしたい場合は、ディレクトリのアイコンをクリックし、該

当するフォルダを選択してください。  

4. 外付けドライブが選択されると、既に選択されたドライブ内に存在するソングの一覧がターゲット・コンテンツ

（Target Content）パネルに表示されます。これはエクスポートしたい新規ソングを見分けるのに便利です。  

5. エクスポートには2種類のオプションがあります。強制上書き（Force Overwrite）を選択すると、同じコンテンツ

がターゲットに既存していたとしても、選択されたコンテンツを上書き保存します。クイックエクスポート（Quick 

Export）を選択すると、そのドライブに存在していないソングのみをエクスポートします。  

6. 自動プレイリスト（AutoPlaylist）：　uTrack24には自動プレイリスト機能があります。同機能の詳細はuTrack24

のユーザーマニュアルにてご確認ください。起動と共に自動的にプレイリストをスタートさせる場合は、プレイ

リストを右クリックしてこのオプションを選択してください。この機能を作動させるには、uTrack24デバイスで

Autoplayがオンになっている必要があります。  

注：　バージョン2では、自動プレイリストフォルダは第一階層の#PLAYLISTフォルダへエクスポートされます。

ファームウェアのバージョンが3427より低いuTrack24がターゲットとして接続されていると、この自動プ

レイリストは機能しませんのでご注意ください。 
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情報ドキュメント（Description doc）はプレイリストを右クリックした際に表示されるもう一つのオプションです。情

報ドキュメントは、プレイリストの詳細が記された、印刷可能なシンプルテキスト形式のドキュメントです。  

7. エクスポート（Export）ボタンをクリックしてエクスポートを開始します。エクスポート中は、進行バーが表示さ

れ、作業完了までのステータスが表示されます。エクスポートは、完全にフォルダ構造を維持した状態でエク

スポート先へソングやプレイリストのコピー作業が進み、必要に応じてファイル変換作業も同時進行で行わ

れます。  

8. 一括エクスポート（Batch Export）：　このオプションは、同期したuTrack24ユニットへエクスポートを実行する

際に便利です。同期ユニットが選択されていると、各ドライブへのエクスポート後にuToolをチェックし続けなく

ても、全ドライブへ同時にエクスポートを行うことができます。  

�  

• 先ず、必要な全てのドライブ（同期ユニットの数に応じて）を接続します。  

• タスク毎にターゲットドライブを選択します。  

• スタックモードの場合、状況に応じてドライブ（to disk）をマスターかスレーブに設定します。冗長モードの場合、
“to disk”オプションは表示されませんが、複数のドライブを選択することは可能です。 

• 各タスクに対し、エクスポートボタンをクリックします。  

外付けUSBドライブへソングやプレイリストのエクスポートが完了した後は、そのUSBドライブをお使いのuTrack

やLPハードウェアへ接続し、再生することができます。  
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5 インポートタブ 
このタブは、コンピューターへオーディオファイルをコピーする際に使用します。必要に応じて、ファイル変換も

行われます。  

インポートは以下の手順で作業を行います：  

�  

1. ソース（Source）：　設定パネルにてソースデバイスを選択します。多くの場合、ここでは外付けドライブかコン

ピューター内のフォルダを選びます。 

2. セッション（Session）：　インポートはセッションフォルダに対して行われます。デフォルトでは年月日の順でそ

の時の日付がセッション名としてここに表示されます。セッション名は必要に応じて変更できます。セッション

フォルダはオーディオファイル・ライブラリフォルダ内に作成されます。インポートされたソングは全てセッショ

ンフォルダ内に収められます。  

注：　同期ユニットからのコンテンツは単一のセッションにインポートされる必要があります。例えばマスター

とスレーブ1から“Take0001”というレコーディング素材をインポートする場合、各インポートは同一のセッ

ションフォルダに対して行われなければなりません。インポートに際し、新しいセッションが選択されて

いるとuToolは警告を発します。  

3. インポート先（Destination）：　ソングをインポートする際のデフォルト場所はオーディオファイル・ライブラリフォ

ルダです。変更が必要な場合はAudio Content Destinationにて操作します。 

4. ソース・エクスプローラー（Source Explorer）：　ソース・エクスプローラーパネルからソングやプレイリストを選

択します。インポートする全てのアイテムのチェックボックスをクリックします。  

5. インポート（Import）ボタン：　画面下部のインポートボタンをクリックしてインポートを開始します。uToolは選

択されたソングを個別のモノwaveファイルに分割して特定の場所へ保存します。変換された各ソングは、モノ

waveファイルを収めた単一のフォルダとなります。プレイリストをインポートすることもできます。 
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6. プロジェクト・ライブラリへインポート（Import to Project Library）オプションを使用すると、インポートされたコ

ンテンツをuToolのプロジェクトとして保存することができます。この場合、ソング・プロジェクトは必要に応じて

ホームタブで修正し、再度エクスポートすることができます。 

7. 詳細（Details）パネル：　ソース・エクスプローラーでアイテムが選択されていると、そのアイテムに関する全て

の詳細情報が右側の詳細パネルに表示されます。ここには、トラック数、サンプルレート、ファイル長、インポー

ト場所などが表示されます。  

�  

8. マーカーで分割：　レコーディング素材にマーカーがある場合、ここがチェックされていると、uToolはマーカー

位置でテイクを分割し、マーカー毎に個別のソングを作成します。 

9. 大ファイルサイズ（Maximum File Size）：　モノの.wavファイルに対し、ファイルの 大サイズを定めることが

できます。インポートされた.wavファイルがこの限度を超過すると、変換作業に際し、サブソングが作成され

ます。この機能は、お使いのDAWにファイル容量の限界がある場合に便利です。 

10.同期ユニットモード（Synched Unit Mode）：　これはuTrack24の同期ユニットで行われたレコーディングにの

み有効なオプションです。この場合のレコーディングは、バックアップ用、あるいはスタックモードとして行われ

たことが考えられます。uToolはユーザーの意図したレコーディングの種別に応じてソングをインポートするこ

とができます。 

 �  

注：　同期ユニットからインポートを実行する場合、2種類の同期ユニットモードオプションの何れかが選択され

ていないと、インポートボタンは有効になりません。  

警告：　同期ユニットへのエクスポートを行うには、全てのハードドライブのコンテンツが符合している必要が

あります。コンテンツが符合していない場合、ユニットは別のソング位置を再生するか、あるいは間髪

入れずに別のソングを再生することさえあります。 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6 編集ターゲットタブ 
編集ターゲット（Edit Target）タブは、エクスポートされたコンテンツに対し、エクスポート先の場所で直接変更を

加える際に使用します。編集ターゲットタブでは、プレイリストやソングのミキサー設定を変更することができま

す。  

�  

ターゲット場所（Target Location）として、外付けドライブかコンピューター内のフォルダを選択します。ターゲット

として選択されたコンテンツは、ターゲット・エクスプローラー（Target Explorer）パネルに表示されます。ターゲッ

ト・エクスプローラーよりソングを選択し、詳細（Details）パネルのミキサー（Mixer）ボタンをクリックしてください。

ミキサー設定が変更できるようになり、変更後の設定がソングに保存されます。  

プレイリストを編集する場合は、ターゲット・エクスプローラーパネルにてプレイリストをクリックし、その上で詳細

パネルの編集（Edit）ボタンをクリックします。プレイリストの名称、曲順及びソングのスタートモードの変更がで

きるようになり、変更後の設定がプレイリストに保存されます。 
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7 サポートタブ 
uToolのサポート（Support）タブは、アプリケーションに関する迅速かつ簡便なアシストツールを提供します。 

�  

1. ユーザーマニュアル（英語）：　このリンクをクリックすると、uToolソフトウェアのユーザーマニュアルのPDFファ

イルがダウンロードできるウェブページへアクセスします。ユーザーマニュアルはhttp://

www.cymaticaudio.com/downloadsからもダウンロードできます。 

2. ウェブサイト（英語）：　このボックスをクリックするとCymatic Audioのウェブサイト（www.cymaticaudio.com）へ

アクセスします。 

3. サポートフォーラム（英語）：　このリンクをクリックするとCymatic Audio製品のユーザー・サポートフォーラム

（www.cymaticaudio.com/forum）へアクセスします。  

4. アップデート確認（英語）：　このリンクをクリックすると、ドライバーやハードウェア用ファームウェアの 新アッ

プデートの有無を確認できます。このダウンロードはwww.cymaticaudio.com/downloadsにて提供しておりま

す。 
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8 法的免責 
技術的仕様や外形は通知なしに変更される可能性があり、正確さは確約されません。Cymatic Audioは、如何

なるものであれ、ここに収められた記述、写真、あるいは声明に全面的、または部分的に依存したことで生じた

個人の損失に対する法的責任を一切負いません。色と仕様は実際の製品と異なる場合があります。  

Cymatic Audio製品は販売代理店を通してのみ販売されます。履行人及び販売店はCymatic Audioの代理人で

はなく、口述や暗黙の約束、または表明によりCymatic Audioを強制する権限は一切持っていません。  

Apple Macintoshは米国及びその他諸国で登録されているApple Inc.の商標です。Windowsは米国及びその他

諸国で登録されているMicrosoft Corporationの商標です。ASIOはSteinberg Media Technologies GmbHの登録

商標です。このドキュメントで述べられたその他全ての商標、製品名、及び会社名は、それぞれの所有者の所

有物です。 
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日本国内に於けるライセンスはタックシステム株式会社が保有しています。
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