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DAWソフト

メディア・インテグレーション　 03-3477-1493　 www.minet.jp

≪動作環境≫
＊ Mac：OS X 10.9以降、VST/AUプラグインに対応

＊ Windows：Windows 7/8/10、VSTプラグインに対応

＊ Linux：Ubuntu 14.04でテスト済み、Linux VSTプラグインに
対応

＊ 上記３つに共通：２GHzのINTEL Core 2 Duo以上のプロセッ
サー、２GBのRAM（４GB以上を推奨）

※ Ubuntu Mate 16.04をインストールしたRaspberry Pi 2/3に
も対応

≪製品概要≫

ライブ・パフォーマンス向けの機能などはあえて搭載せず、“音楽
を作ること”に的を絞って作られたMac/Windows/Linux用の
DAW。１つの画面の中であらゆる機能を扱えるのが特徴で、
Waveform Ultimate（21,093円）、Waveform Plus（15,815円）、
Waveform（10,444円）の３つのグレードをそろえています。作
曲用の機能としては、コードの打ち込みやコード進行の作成をプ
リセットによって自動化できる“パターン・ジェネレーター”や、
鍵盤が苦手な人でもコードのリアルタイム入力がしやすくなる
“リアルタイム・コードプレイヤー”などが出色。600種類以上の
サウンドを収めたシンセCollectiveのほか、Ultimate版にはTRA 
CKTIONのユニークなシンセBiotekも付属するため、多彩な音
作りが可能です。ユーザーが画面の構成を自由に変えられるモ
ジュラー式のミキサー、複数のプラグインを好きに接続して１つ
のプラグインにできるRackなど、ミックス向けのツールも充実。

コード関連機能やモジュラー式ミキサーで
“音楽を作ること”にフォーカスした仕様

TRACKTION

Waveform
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デフォルトの状態では画面左にあるブラウザーだが、基
本設定で上もしくは右に動かすことができる。またブラ
ウザーを複数立ち上げ、並べて表示するのも可能。ブラ
ウザー内ではオーディオ・ループのプレビュー（試聴）が
でき、複数のブラウザー内で異なるループをプレビュー
すると、テンポとスタート位置を合わせたループ再生が
行える。これはとても便利で、トラックへドラッグ＆ド
ロップする前に使うものを選んでいくことができる。も
ちろんトラック再生中のプレビューも可能だ。

3 MIDIパターン・ジェネレーター

MIDI入力のための機能で、プリセットの中からコードを選び、自
動的に入力できるというものだ。コードは三和音やsus4などさ
まざまな種類がそろっているし、伴奏のリズム・パターンやコード
をアルペジオで演奏するときのパターンまで指定可能。また、よ
くあるコード進行（ブルース進行など）もいろいろと選べる。DAW
初心者にも、アルペジエイター愛好者にも役立つ便利機能だ。

2 Melodyneによるオーディオ編集
Waveformでは、すべてのグレードの製品にMelo 
dyne Essentialが統合されている。オーディオ・
クリップ・メニューのStretchという欄でMelody 
neを指定すると、自動的にオーディオが解析さ
れ、ポップアップ・エディターの中でMelodyneに
よるオーディオ編集がすぐに行える。音程や音の
長さを変えても、定評のあるMelodyneエンジン
で全く自然に聴こえるのが見事。また解析した内
容をMIDIデータに変換することもでき、結果の精
度も高い。素晴らしく便利だ。

1 ブラウザーで複数のループを同時試聴
お気に入り機能

音楽制作をスピーディに進められる

　WaveformはもともとTracktionというDAW
で、2001年に登場。当時としては画期的な一画
面構成でMIDIとオーディオを同等に扱い、プロ
ジェクト画面の右にミキサーを配置するスタイ
ルと、軽快な動作／クリアな音質が話題となっ
た。2000年代後期はアップデートが停滞してい
たが、2012年にTRACKTIONという独立した
メーカーが設立されて以来、急速に進化。2017
年にWaveformとして現在のDAWのスタン
ダードにマッチし、音楽作りにスムーズな流れを
提供するプラットフォームに生まれ変わった。
　多くのDAWがMTRとミキサーをシミュレー
トする中で、一部のものはMIDI打ち込みの機能
に力点を置いたり、ハード・サンプラーのAKAI�
PROFESSIONAL�MPCを思わせる仕様だった
り、はたまた実物のシンセ・ラックのようなスタ
イルだったりと独自性を見せている。Waveform
は複数のオーディオ・ループの同時プレビュー

（試聴）でMPC、パターン・ジェネレーターで
MIDIシーケンサーに倣い、音楽制作にスピー
ディで効果的なスタイルを提示。この２つの機
能を使うと、曲作りが本当に速くなる。

分かりやすい画面構成と素直な音質

　画面の構成も良く、トラックの左に多機能な
ブラウザー、右にプラグインのスロット、下に
MIDIのパターンやオーディオのエディターがあ
るのはとても分かりやすい。トラック内の各ク
リップに個別のエフェクトをかけられるのも優
れている。またオーディオの解析機能として、
CELEMONYのソフトMelodyne�Essentialが
組み込まれているので、ピッチなどのエディット
はもちろん、オーディオからMIDIへの変換もス
ムーズ。そしてもう１つ、複数のプラグイン音
源／エフェクトを並べてつなげられるRackと
いうツール。これを使うと定番の音源や音処理
（例えばドラム音源＋EQ＋コンプなど）をまと
めてプラグイン化できるので楽だ。
　肝心の音質はハイファイかつ素直な出音で、
レイテンシーが低い。標準搭載のEQやコンプ
の音質も癖の無い素直なものだ。ハイスペック
なコンピューターを使う場合は、ミックス時に
64ビット処理を選ぶとさらに精度の高い音にな
る。動作については全体的にキビキビとしてお
り、DAW初心者にも親切で、リズムのある音楽
の制作にとても便利なソフトである。

Text by�横川理彦
音楽家。P-Model、After�Dinnerなどを経て現在ソロで活動中。バイオリンなどの生
楽器とコンピューターを併用する手法で、インプロビゼーションからテクノまでをこ
なす。個人レーベルcycleを主宰している（https://twitter.com/cycle_label）。

Waveformの
ココがすごい！

横川理彦
の

横川理彦
が語る
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標準搭載プラグイン

Waveformはディレイのプラグインを４種
類備えていて、いずれも役割と効き目がはっ
きりしている。中でもDelay Studioはパラ
メーターが充実しており、さまざまな音色が
作れる。まずはディレイ音の数を選ぶとこ
ろから始まり（最大20。画面では５）、それ
ぞれのフィードバック・レベルやスイング
の具合などを設定。さらに、内蔵のハイパス
／ローパス・フィルターやピッチ・トランス
ポーズでディレイの音色や音高までコント
ロール可能だ。

ディレイ Delay Studio

ピッチ・シフター Pitch Shifter音の再生中にリアルタイムで音の高さを変えら
れるエフェクト。トラックはもちろんクリップ
ごとにかけることもでき、音質の劣化があまり
感じられず、音揺れの少なさが特徴だ。一番便
利なのはボーカルだが、ドラムやベースにも重
宝する。面白いのは、マスターにインサートし
てオートメーションをかけると、曲全体のピッ
チを連続的に上げ下げできる点。これだけの精
度で、リアルタイムに音の遅れを感じさせない
でピッチを変えられるのは、専用のプラグイン
でもなかなか実現できていないところだ。

マルチ音源 Collective
サンプル・ベースの音源で、ピアノからシ
ンセ、ドラムまで一通りの音色をプリセッ
ト。スケッチを作るのに便利だが、シンセ
やマレットのカテゴリーにはそのまま作品
に使えるクオリティの音色もたくさん含ま
れている。ブラウザーが大きくて音色を選
択しやすいのと、エディット画面のオシ
レーター→フィルター→エフェクトの流れ
が分かりやすいので、初心者でも簡単に操
作できる。

ミキサー内のプラグインのパラメーターにLFOをかける（周期的にパラメーター
を揺らす）ためのもので、標準搭載のプラグインはもちろんサード・パーティ製の製
品にも使える。ほかのDAWだと細かくオートメーションを描かなければならない
ような効果も簡単に実現。波形の種類は９つで、周期をプロジェクトのテンポに同
期させることも、周波数（0.1～20Hz）で指定することも可能。また、同じトラック
に複数のLFOを使うこともできるので、音作りの幅が大きく広がる。

LFO Track LFOs

Ultimate版に標準搭載されているシンセ
で、独特のオーガニックなサウンドが特徴
だ。自然の環境音を膨大にサンプリング
し、それらをレイヤーすることで音色を
作っているのだが、ユニークなのはサウン
ド・エディット用のパラメーターのデザイ
ン。“Wild User Interface”と呼ばれてお
り、例えば中央のBiotek RingでX/Yコン
トローラーを動かすと音色が連続的かつ
大幅に変化する。まずは抜けの良いプリ
セット音色を楽しむだけでも価値がある。

シンセ Biotek

複数のプラグイン（音源やエフェクト）を自由につなぎ、１つ
のプラグインとしてまとめるもの。これを使うと、複数のプ
ラグインを使う定番の音処理（例えばフィルター→EQ→コ
ンプ）や、音源とエフェクトの組み合わせ（ドラム音源→サ
チュレーター→EQ→コンプなど）をセットにしてミキサー
にインサートできる。個々のプラグインのプリセットとし
ても使えるので、自分がいつも使う組み合わせをあらかじめ
ラッキングしておくと便利だ。

プラグイン用ラック Rack

横川理彦
オススメ

の


