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Engine DJソフトウェアをダウンロードしていただきありがとうございます。Engine DJは、あなたにとって音楽がどれほど

重要かを理解しています。そのため、あなたのパフォーマンスを最高のものにすることだけを考えてソフトウェアを設計し

ています。 

本製品に関する最新情報(ドキュメント、技術仕様、システム要件、互換性情報など)はenginedj.comをご覧ください。 

その他の製品サポートについては、denondj.com/support をご覧ください。 

1. ダウンロードした.exe(Windows®)または.dmg(macOS®)のインストーラーファイルをダブルクリックします。 

2. 画面に表示される指示に従って進めます。 

 
 

 
Engine Libraryとは、Engine DJで使用するすべてのトラックを含む、コンピュータ上のデータベースのことです。コンピ

ューターの内蔵ハードドライブや、コンピューターに接続された外付けのUSBハードドライブやフラッシュドライブに保

存されているトラックを追加することができます。複数のドライブにまたがるデータベースを作成することもできます。検

索速度を最適化するために、最大50,000トラックのデータベースを推奨します。 

エンジンライブラリーからUSBフラッシュドライブやSDカードなどの外部ストレージドライブにトラックを追加することが

できます。Engine OSハードウェアは、ドライブ上に作成されたEngineデータベースを使用して音楽を検索します。各

ドライブには独立したEngineデータベースを持つことができるので、プレーヤーが許可すれば複数の外部ストレージド

ライブにアクセスすることができます。 
 
事前準備 
 
 
 
 
 
 
 
 
パフォーマンス 

 
 USB ドライブ

 USB ドライブ 

 
    
 

 USB ドライブ 

 USB ドライブ 

Engine OS 搭載プレーヤー 

 
Engine ライブラリー 

インストール方法 

サポート 

はじめに 

重要: Engine DJ v2.0は、以前のバージョンのEngineとの互換性はありません。PRIMEシリーズ本体を2.0にアップ

デートされる場合は、ENGINE DJ v2.0を導入してください。また、アップグレードの前に、Music/EngineLibraryのバッ

クアップを取ることをお勧めします。 

Engine DJ について 
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概要  

ここでは、Engine DJ のメインソフトウェアウィンドウの各エリアの概要を説明します。名前をクリックすると、その概要の章

にジャンプします。ツールバー、デッキ、コレクション ペイン、フィルター ボックス、トラック リスト。 
 
 

 

 
 

 
 

デッキ  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トラックリスト 

 
 
 コレクションペイン  

ツールバー  
 
 

 

ツールバーでは、アプリケーションのステータスをすばやく確認でき、モードや動作をすばやく変更することができます。 
 
1. エンジンについて： Engineロゴをクリックすると、Aboutウィンドウが表示されます。ここでは、現在のEngine DJのバ

ージョンを確認したり、アプリケーションが最新であるかどうかをチェックしたり、法的な情報を表示したりすることがで

きます。 

2. デュアルデッキ： ここをクリックすると、シングルデッキとデュアルデッキのトラックビュー構成を切り替えることができ

ます。  
3. 環境設定/Preference： プリファレンスウィンドウを開きます。詳しくは、操作 ＞ 設定の調整 ＞ 環境設定

/Preference/プリファレンスをご覧ください。 
4. ツールチップ： 有効にすると、各機能の上にカーソルを置くと関連情報が表示されます。 
5. バッテリーメーター： コンピューターにバッテリーが搭載されている場合、バッテリー残量の割合を表示します。 
6. クロック： システム時刻をコンピューターのローカライズされたフォーマットで表示します。 
7. フルスクリーン： アプリケーションを全画面表示にします(Windows のみ。Mac の場合は、ウィンドウの左上にあるフル

スクリーンボタンを使用します。) 
 
 
 

トラックリスト 

ツールバー 

フィルターボックス 

1 3 4 5 7 2 6 
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デッキ  
 

 
1. トラックのタイトル:  読み込まれたトラックのタイトルが表示されます。 

2. アーティスト名:  アーティスト名が表示されます。 
 

3. デッキモード:  クリックすると、トラック情報、グリッドエディットコント

ロール、ループ＆ビートジャンプコントロールが表示されます。詳し

くはデッキモードをご覧ください。 

4. イジェクト: デッキに読み込んでいるトラックを解除します。 

5. PreviousTrack/RestartTrack: トラックリストの前のトラックを

読み込んだり、現在再生中のトラックを再スタートしたりします。 
 

6. Next Track(次のトラック)： トラックリストの次のトラックを読み込みます。 

7. Cue:一時停止中のトラックのキューポイントを設定します。トラック

を再生中にCueを押すと、再生位置がCueポイントに戻ります。詳

しくは、操作 ＞ トラックの編集 ＞ キューポイントをご覧ください。 
 

8. 再生/一時停止： 再生を開始、再開、または一時停止します。 

9. オーディオ波形： この大きな波形は、現在のトラックの一部分を表

しています。波形はオーディオ信号の周波数を色分けして表示しま

す。青は低周波(バス)、緑は中周波、白は高周波(トレブル)を表し

ています。また、現在の再生位置、キューポイント、ホットキューポ

イント、ループポイント、ビートグリッドが表示されます。 

波形をクリック＆ドラッグすると、トラックを "スクラッチ "して移動

することができます。 

オーディオ波形の上にマウスカーソルを置くと、右側にズームイン(＋)とズームアウト(-)のボタンが表示されま

す。これらを押すと、両方のレイヤーのズームレベルが変わります。 
 

10. トラックの概要： この小さな波形は、現在のトラック全体を表しています。青は低周波、緑は中周波、白は高周波を

表しており、オーディオ信号の周波数を色分けして表示しています。これには、現在の再生位置、キューポイント、ホ

ットキューポイント、ループポイントが含まれます。 
再生中にこの概要内の場所をクリックすると、トラック内のその位置にすぐにスキップできます。その上(または下)の
オーディオ波形は、新しい位置を示すように変化します。 

 
11. パフォーマンスパッド： これらのボタンをクリックして、ホットキューや保存されたループを設定します。あなたのパフ

ォーマンスポイントは、自動的にトラックに保存されます。ホットキューや保存されたループの名前を変更したり、消

去したり、色を変えたりするには、ポピュレーションパッドを右クリックします。 
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12. Hot Cue: クリックすると、パフォーマンスパッドがホットキューに設定されます。利用可能な

パッドを選択して、トラックごとに最大8つのホットキューを追加することができます。使用可

能なパッドをクリックして、ホットキューをトリガーする。ホットキューの名前を変更したり、ク

リアしたり、色を変えたりするには、入力されたパッドを右クリックします。詳しくは、操作 ＞
トラックの編集 ＞ ホットキューポイントをご覧ください。 

13. Loop: クリックすると、パフォーマンスパッドがループに設定されます。空いているパッドを

一度クリックしてループインポイントを設定し、同じパッドをもう一度クリックしてループアウト

ポイントを設定することで、1トラックに最大8つの保存されたループを追加することができま

す。保存されているパッドをクリックすると、保存されているループを起動できます。ループ

の名前を変えたり、消去したり、色を変えたりするには、入力されているパッドを右クリックし

ます。詳しくは、操作 ＞ トラックの編集 ＞ ループポイントをご覧ください。 

 

14. Time カウンター:  このフィールドには、トラックの経過時間または残り時間が表示されます。フィールドをクリック

すると、モードが切り替わります。 
 

15. 現在のTempo: このフィールドには、スピードスライダーで調整されたトラックのテンポに基づいて、現在の再生テ

ンポが表示されます。 
 

16. Sync: このフィールドをクリックすると、デッキのBPMと位相が自動的に一致します。もう一度クリックすると、同期

が無効になります。 
 

17. Lead: このフィールドをクリックすると、現在のデッキがリードテンポに割り当てられます。Syncが有効な場合、他

のデッキはリードテンポに合わせます。 
 

18. Key: このフィールドには、読み込まれたトラックのキーが表示されます(わかっている場合)このフィールドをクリッ  
クして、キーロックを有効または無効にします。キーロックを有効にすると、速度に関係なくトラックを元のキーで再

生できます。キーロックが無効の場合、トラックのスピードを変更するとキーも変更されます。 
 

19. Speed: このフィールドには、現在の再生速度のオフセットが表示されます。フィールド内をクリック＆ドラッグする

と、再生速度を調整できます。フィールド内をダブルクリックすると、スピードオフセットが0になります。 
 

20. Range: このフィールドには、利用可能な再生速度の最大範囲が表示されます。フィールド内をクリックすると、利

用可能な範囲が切り替わります。 
 

21. Beat Counter: 小節の現在のビートを視覚的に確認することができます。 

22. Crossfader: デュアルレイヤーの場合、クロスフェーダーはレイヤーAとレイヤーBの音量バランスを調整します。

クロスフェーダーをダブルクリックすると、レイヤーの音量バランスが均等になります。 
 
デッキモード  

 

Track情報 
 

1. アルバムアート:  このフィールドには、現在のトラックのアルバムアートワークが表示されます。 
2. BPM: このフィールドには、現在のトラックのテンポが BPM 値(beats 

per minute)で表示されます。Engine DJ は、Auto Analyze が On に
設定されている場合、この値を自動的に検出します(この設定につい

ては、Operation ＞ 設定の調整 ＞ 環境設定/Preference をご覧く

ださい。) 
3. Key: このフィールドには、現在のトラックのオリジナルのキーが表示さ

れます(既知の場合)。Auto Analyze が On に設定されている場合、

Engine DJ はこの情報を自動的に検出します。詳しくは、Operation 
＞ 設定の調整 ＞ 環境設定/Preference をご覧ください。 

4. 評価: このフィールドでは、トラックを 1-5 個の星で評価することができます。評価を削除するには、最初の星の左を

クリックします。
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Grid エディットコントロール： 
1. タップ・テンポ： タップを繰り返しテンポを手動で設定します。 

2. メトロノーム：メトロノーム機能の ON/OFF を切り替えます。 

メトロノーム音はビートマーカーを通過する度に鳴るので、正確な

位置にビートグリッドを作成するのに役立ちます。また、メトロノー

ム音は、お好きなサウンドへ変更することができます。詳しくは、

付録 ＞ メトロノーム音の変更をご覧ください。 

3.  メトロノーム音量：メトロノーム音量の Low/Medium/High を切り替

えます。 

4.  リセット： 分析した元のテンポとグリッドにリセットします。 

5.  ビートグリッドロック： ビートグリッドをロックして、ビートアンカーや

BPM への変更を防ぎます。有効にすると、すべてのグリッドエデ

ィットコントロールがグレーアウトし、ライブラリーペインのグリッド

列の下にロックアイコンが表示され、トラックのビートグリッドが現

在ロックされていることを示します。 

4. BPM： 現在のトラックのテンポが BPM 値として表示されます。こ

のフィールド内をクリックし、編集することができます。 

5. + / - BPM： 押して BPM の調整が可能です。 

6. /2 X2： 現在 BPM を半分/2 倍にしたりします。 

7. インサートアンカー： プレイヘッドに最も近いアンカーを設定し、テ

ンポが変動する楽曲のワープを可能にします。 

8. ダウンビートの左右移動： 現在解析されているグリッドを基準にダ

ウンビートを移動します。 

9. デリートアンカー： アンカーを削除します。数拍以内の最も近いア

ンカーを削除します。 

10. グリッドの左/右： グリッド全体を左右に移動、またはスリップしま

す。シフトキーを押しながらより細かく調整できます。 

 
 
ループ＆ビートジャンプコントロール： 
Auto/Jump： このオプションを選択すると、設定されたサイズのルー

プが作成されます。 
 
1. 数値表示： オートループとビートジャンプの分解能を表示。 

2. /2、X2： オートループとビートジャンプの分解能を、1/32、1/16、
1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64 Beats に設定。 

3. Auto Loop： ループの有効化、無効化を行います。 

4. ジャンプバック/フォワード： 設定した長さの分だけ前にジャンプします。 

 

ループポイントを手動設定する場合： 
1. Loop In： クリックして、ループインポイントを設定します。 

2. Loop Out： ループアウトのポイントを設定します。 

3. Loop Enable(ループの有効化)： ループを有効(または無効)にす

る場合にクリックします。 

1 4 

9 10 6 

7 

2 

8 

11 12
 

3 5 
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4. Re-Loop： ループを開始する場合にクリックします。 

5. /2 Loop： ループの長さを半分にします。 

6. x2Loop： ループの長さを 2 倍にします。 

7. 左にシフト： クリックすると、現在のビートグリッドを基準にして、ループを 1 小節左に移動させる。 

8. 右にシフト： このボタンをクリックすると、現在のビートグリッドを基準にして、ループが右に 1 小節分移動します。
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コレクション・ペイン  

コレクションペインでは、接続された外部ストレージドライブ上のEngineライブラリーとデータベースを参照できます。 

1. プレイリスト： ミュージックライブラリー全体と、すべてのロー  

カルおよび接続された外部ストレージドライブのプレイリスト

を表示します。プレイリストでは、トラックをカスタムカテゴリー

に整理したりします。サブプレイリストに表示されているトラッ

クは、親プレイリストにも表示されます。詳しくは、操作 ＞ プ

レイリストを使うをご覧ください。 

2. ヒストリー： すでに再生されているトラックのリストです。エン

ジンライブラリー履歴には、以前に使用した既再生トラックが

表示され、ドライブの履歴には、選択した外部ストレージドラ

イブに固有のトラックが表示されます。プレーヤーに読み込

まれたトラックは、自動的に再生順に追加されます。 

3. iTunes/Apple Music ライブラリー： 読み取り専用の

iTunes/Apple Music Library を表示。Update Library ボタン

をクリックして、ライブラリーをインポートします。詳しくは、操

作>ライブラリーの読み込み ＞ iTunes ライブラリーをご覧く

ださい。 

4. Serato ライブラリー： 読み取り専用の Serato Library を表示。 

Update Library ボタンをクリックして、インポートします。詳しくは、 

操作>ライブラリーの読み込み ＞ Serato ライブラリーの使用をご覧ください。。 

5. Traktor ライブラリー： Traktor Library の読み取り専用バージョンを表示。Update Library ボタンをクリックして、ライ

ブラリーをインポートします。詳しくは、操作>ライブラリーのインポート ＞ Traktor® ライブラリーの使用をご覧くださ

い。 

6. Rekordbox ライブラリー： Rekordbox の読み取り専用バージョンを表示。Update Library ボタンをクリックして、ライ

ブラリーをインポートします。詳しくは、操作>ライブラリーの読み込み ＞ Rekordbox®ライブラリーを使用するをご

覧ください。 

7. ファイルシステムブラウザ： 接続されているすべてのドライブのファイルを参照します。互換性のあるトラックはトラック

リストに表示され、コレクションまたはプレイリストにドラッグしてデータベースに追加できます。 

8. 検索： このフィールドをクリックし、コンピュータのキーボードを使ってテキストを入力すると、トラック内を検索すること

ができます。虫眼鏡アイコンをクリックして、検索フィールドを修正します。X をクリックすると、検索結果が消去されま

す。詳しくは、操作 ＞ トラックの検索をご覧ください。 

9. ドライブ： ドライブパネルの表示/非表示を切り替えることができます。ドライブパネルには、接続されている外部ストレ

ージドライブや接続されているクラウドストレージフォルダのミュージックライブラリーやプレイリストが表示されます。

詳しくは、操作 ＞ 外部ストレージドライブの使用をご覧ください。 

10. Sync Manager： Engine Library とコンピューターに接続された外部ストレージドライブ間でトラックやデータを同期
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することができます。詳しくは、操作＞Sync Manager をご覧ください。 

11. フィルター： フィルターの表示/非表示を切り替えることができます。 

フィルターボックス  
 

5つのフィルターでは、選択したカテゴリーに属する楽曲のみを表示することができます。選べるカテゴリーは ジャンル、

アーティスト、アルバム、BPM、キー、各フィルターの列では、1つまたは複数のカテゴリーを選択できます。 

 

フィルターの表示/非表示を切り替えるには、コレクションペインの右上にあるフィルターボタンをクリックします。 

 

フィルター列でカテゴリーを選択するには、そのカテゴリーをクリックします。 

 注：フィルターは、ワード検索と組み合わせて使用することができます。  
 

• フィルター列で複数のカテゴリーを選択するには、Ctrl(Windows)または(macOS)を押しながら、それぞ

れのカテゴリーをクリックします。また、Shiftを押しながらクリックすると、現在選択されているカテゴリーから

クリックしたカテゴリーまでのすべてのカテゴリーを選択することができます。 

• また、BPMとKeyのカテゴリーで、検索をより絞り込むことができます。 

• BPMレンジ： この設定は、BPMフィルタの許容範囲を決定するもので、選択したテンポのわずかな範囲内

にあるテンポのトラックを含めることができます。0、1、2、3、5、10、15のいずれかを選択できます。 

• キーの互換性/ Key Compatibility： この設定は、キーフィルタで、同じキーのトラックのみを表示するか

(Match)、和音的に互換性のあるキーのトラックを表示するか(Compatible)を決定します。 
 

注：BPMの範囲や複数のKeyで検索した場合、一致するすべての選択項目がフィルターボックス内でハイライト表示さ

れます。 
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トラックリスト  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. コラム: トラックリストをその列でソートするには、列の先頭をクリックします。表示する列を選択するには、列を右

クリックして、次のいずれかのオプションを選択します。: 
 

# Album Comment Year File Type File Size 

Preview Length Grid Label Directory Start Time 

Art BPM Packed Composer Date Created Play Count 

Title Key Track # Mixartist Date Added SoundSwitch File 

Artist Rating Genre Filename Drive  

また、Shiftキーを押しながら他の列をクリックすると、1度に複数の列を選択することができます。例えば、「Artist」
はアルファベット昇順に、「BPM」は降順で同時に並べ替えることも可能です。 

列の再配置は、トラックリストパネルで列をクリックして新しい位置にドラッグするか、列を右クリックして表示される

メニューで列名をクリックして新しい位置にドラッグすることで行うことができます。 
 

2. Trackリスト: 現在選択されている場所のすべてのトラックの情報が表示されます。トラックは列でソートされていま

す。ウィンドウの下部には、リスト内のトラックの総数が表示されます。 

トラックの情報を編集するには、そのトラックをクリックして選択し、メタデータを編集するフィールドをクリックしま

す。以下の列のいずれかの情報を編集することができます。 

 
Title Album Rating Track # Year Composer 

Artist Key Comment Genre Label Mixartist 

編集が終わったら、コンピューターのキーボードでEnterキーを押して、編集内容を保存します。 

複数のトラックの情報を編集するには、Shiftを押しながらトラックを選択し、Shiftを押したままフィールドをクリックし

ます。Enterキーを押すと、トラックのメタデータを変更することを確認するウィンドウが表示されます。トラックをダブ

ルクリックすると、レイヤーAに読み込まれます。 
 

3. Job Monitor: トラックの分析やプレイリストのデバイスへのパッキングなどのジョブ   
が実行されている間、ジョブモニターには現在のステータスを示すプログレスバーが

表示されます。プログレスバーをクリックすると、実行中のジョブやキューイングされ

ているジョブのリストが表示され、いつでも1つまたはすべてのジョブをキャンセルす

ることができます。進行中のジョブやキューに入っているジョブがない場合は、プログ

レスバーにNo jobs runningと表示されます。 

注：Preview、Directory、SoundSwitch File などの一部の列は、トラックリストのソートに使用できません。 
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操作  

Engine DJ を起動する  
 
Engine DJ を開くには、以下の手順に従います。 
Windowsの場合： スタート(Windows アイコン)をクリックし、Engine DJと入力してクリックして選択します。 
macOSの場合： アプリケーションウィンドウでEngine DJをダブルクリックします。 

設定の調整  
 

初めて Engine DJ を使用するときには、この章で説明する設定を行ってください。 
 

環境設定/Preference  
 

ツールバーの環境設定/Preference/プリファレンスアイコンをクリックしてウィンドウを表示します。このウィンドウには、2
つの Performance と Library タブがあります。それぞれのタブをクリックすると、以下のように設定が表示・編集可能で

す。 
 
Performance / パフォーマンス 
 
Audio： 

オーディオ再生のオプションを調整するために使用します。 

Audio Device： トラックの再生に使用する出力デバイス 

Sample Rate(サンプルレート)： サンプリング周波数 

Buffer Size(バッファサイズ)： バッファサイズ 

Output(出力)：トラックの再生に使用するオーディオチャンネル 
 
Playback： 

トラックの再生オプションを調整するために使用します。 

Track Start Position/トラックの開始位置： トラックが読み込

まれた後、トラックの先頭をどこにするかを設定します。自動

的に検出されたオーディオ信号の開始位置(Cue Position)ま
たはファイルの実際の開始位置(Track Start)を選択します。 

Sync Mode(シンクモード)： Sync ボタンを押したときに適用さ

れる同期方法を設定します。 

Bar：テンポは同期され、トラックはプライマリデッキのトラックと自動的にバーマッチされます(各バーのダウンビート

が揃います)。 

Beat： テンポは同期され、トラックは自動的にプライマリデッキのトラックとビートマッチングされます。 

Tempo：テンポのみが同期されます(BPM はプライマリデッキのものと一致します) 

Cue/Loop Quantization： タイムベースの機能(ホットキューポイント、ループ、ループロール)のクオンタイズを設定

します。オフ、1/8、1/4、1/2、1、4 拍子を選択。 

Time フォーマット： この設定は、ピッチ調整がトラックの時間表示に影響を与えるかどうかを決定します。Static に

設定すると、トラックの時間は通常通りトラック内の位置に対応し、ピッチを調整しても影響はありません。ダイナミッ

クに設定すると、ピッチの変化に合わせてトラックの時間が自動的に調整されます。例えば、ピッチフェーダーを-
8％に設定した場合、トラックの時間は 8％長くなります。 

波形ズーム： 波形をスクロールする際のズームレベルを 3 秒から 30 秒の間で設定します。 
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Library / ライブラリー 
 

Analysis / 解析 
トラック解析のオプションを調整します。 

Auto Analysis： この設定では、ファイルを追加する際に、

Engine DJ がトラック情報を自動的に解析するかどうかを決

定します。トラック情報を自動的に解析する場合は On、無効

にする場合は Off を選択します。 

Key Notation： トラックキーをどのようにディスプレイに表記す

るかを決めます。キーは、すべてシャープ、すべてフラット、オ

ープンキー、キャメロットのいずれかで表示できます。 

BPM Range: BPM 解析のガイドラインの最小値と最大値を設

定します。58–115 / 68–135 / 78–155 / 88–175 / 98–195 を

選択してください。 

 
Engine DJは以下のファイル形式に対応しています。： 

AAC/M4A、AIF/AIFF (44.1–192 kHz, 16–32-bit)  
ALAC、FLAC、MP3 (32–320 kbps + VBR/CBR)  
MP4、Ogg Vorbis、WAV (44.1–192 kHz, 16– 32-bit) 
重要：DRMで保護されたファイルは追加できません。 

 

 

 

Integration / 統合化 

オフライン編集時に使用するライブラリーを設定します。： 

iTunes Library: この設定では、iTunes/Apple Music ライブラリーのサポートをオンまたはオフにします。有効にする

と、プレイリストを含むライブラリーが Engine DJ で使用できるようになります。また、ライブラリーに追加されたファイ

ルからレーティングもインポートされます。詳しくは、iTunes/Apple Music®ライブラリーを使用するをご覧ください。

無効にすると、コレクションペインから iTunes/Apple Music アイコンが消えます。必要に応じて Location...ボタンを

使用して、ライブラリーXML ファイルの場所を選択します。 

Serato Library: Serato ライブラリーのサポートを On または Off にします。有効にすると、クレート(スマートクレートを

除く)を含む Serato ライブラリーを Engine DJ で使用できるようになります。また、Serato ライブラリーで追加された

ファイルから、Serato Cue ポイント、ループ、ビートグリッドがインポートされます。詳しくは、Serato ライブラリーの

使用をご覧ください。無効にすると、コレクションペインに Serato アイコンが表示されなくなります。 

Traktor® Library: Traktor ライブラリーのサポートをオンまたはオフにします。有効にすると、プレイリストを含む

Traktor ライブラリーを Engine DJ で使用できるようになります。これにより、Traktor ライブラリーに追加されたファイ

ルから Traktor のホットキューをインポートすることもできます。詳しくは、Traktor® ライブラリーの使用をご覧くださ

い。無効にすると、コレクションペインに Traktor アイコンが表示されなくなります。 

Rekordbox® Library: Rekordbox ライブラリーのサポートをオンまたはオフにします。有効にすると、プレイリストを含

む Rekordbox ライブラリーを Engine DJ で使用できるようになります。また、Rekordbox ライブラリーで追加された

ファイルから、Rekordbox ホットキュー、メモリーループ、ビートグリッドがインポートされます。詳しくは、

Rekordbox® ライブラリーの使用をご覧ください。無効にすると、コレクション ペインから Rekordbox アイコンが消

えます。 

Cue/Loop Type: Rekordbox ライブラリーのキュー/ループの種類をパフォーマンスパッドで決定します。メモリーキュ

ー/ループは、各トラックに時系列で保存され、トリガーされても再生は開始されません。このため、トラック読み込み

中に、ポイントを設定するのに便利です。ホットキュー/ループは、トリガーされるとすぐに再生が開始されるので、ラ

イブパフォーマンスに適しています。 

注：BPMレンジを狭く設定しすぎると、minまたはmaxのどちらか

がオーバーすることがあります。 
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SoundSwitch エクスポート 
これらの設定を使用して、SoundSwitch照明コントロールのエクスポート設定を行います。 
Sync Manager 経由でエクスポート：On に設定すると、Sync Manager を使用してコレクションをドライブにエクスポー

トする際に、Engine DJ は SoundSwitch 照明設定をエクスポートします。 

プロジェクトの場所：Change...ボタンをクリックして、コンピュータ上の SoundSwitch プロジェクトの場所を選択しま

す。 
 

Cloud ストレージ 
この設定を使用して、Engine DJのクラウドストレージ接続を設定します。： 
Dropbox：On に設定すると、Engine DJ は Dropbox をクラウドストレージとして使用し、ライブラリーのバックアップや

Engine OS デバイスとの同期を行い、クラウドストレージを音楽ソースとして使用します。詳しくは、クラウドストレージの

使用をご覧ください。 

 
 
 

System / システム 
これらのツールを使用して、エンジン ライブラリーを管理します。 

Library Backup： このツールでは、エンジンライブラリーのバックアップを作成します。Backup をクリックすると、現在の

ライブラリーのバックアップが作成されます。バックアップ実行中は、Engine DJ を終了したり、コンピュータをシャットダ

ウンしたりしないでください。Restore をクリックすると、作成した最新のバックアップで上書きされます。表示されたウィ

ンドウで、続行する場合は Yes を、前のページに戻る場合は No をクリックします。 

Library Optimization： 必要のない情報をデータベースから消去することができます。Run Cleanup をクリックして実行

します。クリーンアップの実行中は、Engine DJ を閉じたり、コンピューターをシャットダウンしたりしないでください。 

Send Anonymous Usage Statistics： これにより、使用状況の統計情報を匿名で当社に随時送信するかどうかを決定

し、Engine DJ の使用感を向上させることができます。  

メモ：ドラッグ＆ドロップを使用した場合、SoundSwitchファイルは外部ストレージドライブにパックアップされません。

SoundSwitchデータのエクスポートにはSync Managerをご利用ください。 

メモ：お使いのコンピュータにDropboxがインストールされていない場合は、プログラムのダウンロード、インストール、

ログインを促すメッセージが表示されます。 
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外付けストレージドライブの使用  

Engine OSプレーヤーで使用する外付けストレージドライブを準備するには、USBドライブまたはSDカードにEngineデ
ータベースを作成する必要があります。また、Primeメディアプレーヤーはエンジンライブラリーのデータベース情報を参

照するため、Engine DJソフトウェアによる事前解析等をしておくことでよりスムーズなパフォーマンスが可能になりま

す。各ドライブに独立したEngineデータベースを構築することができ、複数の外付けドライブにアクセスすることもできま

す。 

Engine外付けストレージドライブのデータベースには、以下の機能を実現するための情報が含まれています。： 

Playlists             Loop Points             Waveform Data 

Cue Points           Beatgrid                Filter Search 

Hot Cue              Points BPM             Word Search 
 

 
外付けストレージドライブにトラックやプレイリストを追加する前に、デバイスがコンピューターに正しく接続されていること

を確認してください。ドライブが接続されていると、ドライブパネルに表示されます。 
 
 
Engine DJ で接続されているドライブにアクセスするには、コレクショ

ンペインで Drives アイコンをクリックします。新しいペインが表示さ

れ、接続されているドライブが表示されます。 
 
ドライブにトラックを追加する方法については、トラックを追加および削

除するをご覧ください。 
 
プレイリストをドライブに追加する方法については、プレイリストを使用

するをご覧ください。 
 
トラック情報を再同期するには、メディアデバイスパネルの Resync 

Track Info ボタンをクリックします。これにより、キュー、ループ、ビ

ートグリッド、およびメタタグデータの変更がメインデータベースに再

同期されます。 
 
ドライブの構成設定を編集するには、メディアデバイスパネルの

Profile Preferences アイコンをクリックします。詳しくは、後述の 
ユーザープロファイルをご覧ください。 

 
接続されたドライブを取り出すには 
1. メディア・デバイス・パネルの Eject ボタンを押します。 
2. 警告ウィンドウが表示され、ドライブを取り外す場合 Eject をクリッ

クし、接続を維持するには Cancel をクリックします。

重要：Engine データベースは、ライブラリのサイズにもよりますが、外付けストレージドライブに約 500MB 以上の空き

容量が必要です。また、ドライブのファイルシステム形式と容量をサポートしていることを確認してください。Engine デ

ータベース用にドライブをフォーマットする際には、最高のパフォーマンスを得るために ExFAT パーティションタイプを

使用することをお勧めしますが、Fat32 もサポートされています。 
外部ストレージドライブのデータベースに含まれる楽曲は、メインデータベースにも表示されます。ドライブにコピーされた曲

は、トラックリストのPackedフィールドにドット（-）が表示されます。 
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ユーザープロファイル  
ユーザープロファイルは、Engine OS プレーヤーで使用する外部ストレージドライブに保存可能な設定です。 

 
ユーザープロファイルの環境設定/Preference を編集するには、Collection パネルの Drives セクションにある Drive  

Preference アイコンをクリックします。 

ユーザー プロファイルを選択するには、ドロップダウン メニューを使用します。 

新しいユーザープロファイルを作成するには、New ボタンをクリックします。新規プロファイルの作成時に、ドロップダウン

メニューでプロファイル名を変更することができます。 

現在のユーザープロファイルを複製するには、Duplicate ボタンをクリックします。 

現在のユーザープロファイルを削除するには、Delete ボタンをクリックします。 

 

Drive Preference / ドライブの環境設定/Preference 
 
 
• Motorized Platter Start: トラックの再生開始速度を決定しま

す。Normal に設定すると、モーターの起動速度に合わせて曲

が再生されます。Instant に設定すると、曲はすぐに開始され

ます。 

• Track Start Position: この設定は、ロード後のトラックの開始

位置を決定します。自動的に検出されたオーディオ信号の開

始位置(Cue Position)、または実際のファイルの開始位置

(Track Start)を選択します。 

• Default Speed Range: ピッチフェーダーの操作範囲を設定します。4％、8％、10％、20％、50％のいずれかを選択

します。 

• Nudge Sensitivity: プラッターを動かすときの感度レベルを Min/Low/Mid/High/Max から選択することができます。 

• Sync Mode: シンクボタンを押したときに適用される同期方法を設定します。 

o Bar: テンポが同期され、トラックは現在使用しているトラックと自動的にバーマッチングされます(各バーのダウン

ビートが揃います) 

o Beat: テンポが同期され、トラックは自動的にプライマリユニットのトラックとビートマッチングされます。 

o Tempo: テンポのみが同期されます(BPM はプライマリデッキのものと一致します)。 

• Sync Button Action(シンクボタンアクション)： Sync ボタンが押されたときの動作を設定します。このモードでは、

Shift を押しながらでなくても、同期のオン/オフを切り替えることができます。 

o Toggle: Shift キーを押したままで同期のオン/オフを切り替えることができます。 

o Shift Disable: Sync をオフにするには Shift キー を押し続ける必要があります。 

• Pitch Control Type: ピッチベンドボタンの主な機能を決定します。ピッチベンドを選択すると、主な機能はピッチを瞬

間的に下げたり上げたりすることになり、レンジを選択すると、主な機能はピッチフェーダーの範囲を調整することにな

ります。主機能以外の機能は、Shift を押しながらピッチベンドボタンを操作しても使用できます。 
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Cues/Loops / キュー・ループ 
Cue/Loop Quantization: ホットキューポイント、ループ、ループ

ロールといったタイムベースの機能のクオンタイズを設定しま

す。1/8、1/4、1/2、1、4 ビートを選択。 

Paused Hot Cue Behavior: 再生を一時停止したときのホットキ

ューの動作を設定します。パッドを押している間だけホットキュ

ーが再生される場合はモーメンタリーを、パッドを押した後もホ

ットキューが再生される場合はトリガーを選択します。 
 

Default Loop Size: ループのデフォルトサイズを決定します。None/1/2/4/8/16/32 ビートのいずれかを選択します。 

None に設定すると、新しいトラックを読み込んでもオートループサイズがリセットされることはありません。 
 

Smart Loops: マニュアルループを設定したときに、自動的に従来の長さ(2 拍子、4 拍子、8 拍子など)に拡大または

縮小するかどうかを決めるものです。オンまたはオフを選択します。この設定は、量子化の設定とは独立して機能し

ます。 

Saved Loop Behavior: 保存されたループの動作を決定します。Reloop に設定すると、ループが保存されているパフ

ォーマンスパッドを押すと、ループが最初から再開されます。Disable に設定すると、ループが保存されているパフォ

ーマンスパッドを押すと、ループが無効になります。 
 
Display / ディスプレイ 
Track Title: コントローラーでのトラックの表示方法を設定しま

す。トラックのファイル名のみを表示する場合は Filename を、

トラックの ID3 タグを表示する場合は Metadata を選択しま

す。 

Time Format: ピッチ調整がトラックの時間の表示に影響を与え

るかどうかを決定します。Dynamic に設定すると、ピッチの変

化に応じてトラックの時間が自動的に調整されます。例えば、ピ

ッチフェーダーを-8％に設定した場合、トラックの時間は 8％長

くなります。スタティックに設定すると、トラックの時間は通常通

りトラック内の位置に対応し、ピッチを調整しても影響はありま

せん。 

Track End Warning: トラックの終わりが近づいていることを知らせる時間を決定します。トラック終了警告を無効にす

るには Off を選択し、1 秒から 90 秒の間で時間を選択します。 

On Air Mode: 互換性のある Engine DJ ミキサーまたはコントローラーのチャンネルフェーダーが上下したときに、アク

ティブまたはオンエアのデッキを示すプラッターリングのイルミネーションを変更します。この設定がオンの場合、チャ

ンネルフェーダーを上げると、プラッターの色が白から選択した色に変わります。この設定が Off の場合は、チャンネ

ルフェーダーの位置に関わらず、ユーザーが選択した色が常に表示されます。 
 

Safety / セーフティ 
Lock Playing Deck: 再生中のデッキにトラックをロードするかど

うかの設定です。設定が On の場合、トラックをロードするに

は、デッキを一時停止する必要があります。 

Needle Lock: 再生時に、ディスプレイに表示されているトラック

オーバービュー(全体波形)をクリックして、トラックのその場所

にジャンプするかどうかを設定します。※再生停止中にトラック

オーバービューを使用することはできます。 

Pad Lock: パッドやパッドモードボタン(Hot Cue、Loop、Roll、Slicer)を有効にするかどうかを設定します。 
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Library / ライブラリー 
Key Notation： トラックのキーをどのように表示するかを設定し

ます。キーをシャープ、すべてフラット、オープンキー、キャメロ

ットのいずれかで表示します。 

Key Filter: キーフィルターで同じキーのトラックのみを表示する

か(Match)、キーが一致するトラックを表示するか

(Compatible)を決定します。 

BPM Range:  BPM 分析の最小/最大のガイドラインを設定しま

す。58～115、68～135、78～155、88～175、98～195 のい

ずれかを選択します。 

BPM Filter Tolerance: BPM フィルターの許容範囲を設定します。選択されたテンポに近いテンポを持つトラックを検査

結果に含めることができ、0、+1、+2、+3、+5、+10、+15 から選択します。 

Collection Browse Behavior: ライブラリーのブラウズ動作を設定します。Select に設定すると、プレイリストやフォル

ダーをタップすると選択され、ダブルタップで開くことができます。Open に設定すると、プレイリストやフォルダーをタップ

して開きます。 
 

Deck Colors / デッキカラー 

各デッキや各プレーヤーのレイヤーごとに、プラッターを囲むライ

トリングの色を設定できます。 

Product フィールドで、Engine DJ 製品を選択します。 

選択したいデッキやプレーヤーの下にある矢印をクリックし、カラーをクリックして選択します。 
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この章では、Engine ライブラリーまたは外部ストレージドライブにトラック追加やトラック削除の方法について説明します。 

プレイリストへのトラックの追加および削除については、プレイリストの使用をご覧ください。 
 

 
 
Engine DJにトラックを追加するには、以下のいずれかの方法で行います。： 
- Explorer(Windows)またはFinder(macOS)からトラックまたはフォルダーをクリックしてトラックリストにドラッグします。

この操作は、単一または複数のトラックやフォルダーに対して行うことができます。 
- コレクションペインのFile System Browserを使って、コンピューター上のファイルを検索する。ここからトラックやフォル

ダをクリックして、Collectionにドラッグします。 
 

トラックを Engine External Storage Driveに追加するには、以下の手順に従います。： 
1. コレクションペインでデバイスアイコンをクリックしてmedia devicesペインを開きます。 
2. Explorer(Windows)またはFinder(macOS)からトラックまたはフォルダをクリックしてトラックリストにドラッグし 

ます。この操作は、単一または複数のトラックやフォルダーに対して行うことができます。 
ここからトラックやフォルダーをクリックして、デバイスのCollectionにドラッグします。 

 

 
Engine DJ または外部ストレージドライブからトラックを削除するには、以下の手順に従います。： 
1. トラックリスト上の削除したいトラックをクリックします。複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)または 

(macOS)を押しながらそれぞれのトラックをクリックします。Shift を押しながら範囲選択も可能です 
2. 選択したトラック上で右クリックして、以下のいずれかを選択します。 

- Remove from Collection は、トラックデータをデータベースから削除します。 

- Remove from Drive は、選択した外部ストレージドライブとデータベースからトラックデータとオーディオファイルを削

除します。 
 

トラックの追加と削除 

注意事項 
Auto Analyzeがオンの場合、Engine DJはEngine Libraryに追加したすべてのトラックを自動的に解析します。現在の

ステータスを示すプログレス バーがウィンドウの下部に表示されます。詳しくは、設定の調整 ＞ 環境設定をご覧くださ

い。。。 

トラックの解析中にEngine DJを終了しようとすると、警告ウィンドウが表示されます。YESをクリックしてEngine DJ を
終了するか、NOをクリックして解析を続行します。 

iTunes/Apple Musicライブラリ、Seratoライブラリ、Traktorライブラリ、Rekordboxライブラリからトラックを追加すること

もできます。詳しくは、ライブラリのインポートをご覧ください。 

重要：接続されている外部ストレージ ドライブにトラックを追加した後に、名前を変更しないでください。これにより、

Engine DJ がトラックを検出できなくなります。デバイスの名前を変更する場合は、トラックを最初に追加したときの名前

を使用するようにしてください。 

注意事項：トラックを外部記憶装置に追加すると、エンジンライブラリにも自動的に追加されます。以前に外部ストレージ

ドライブにトラックを追加したことがある場合、データベースはトラックの情報を更新（つまり上書き）しますが、トラック自

体はコピーされませんので、重複したトラックでスペースを無駄にする心配はありません。 
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クラウドストレージの使用  

コンピュータや外付けストレージドライブにファイルを保存する以

外に、Engine Libraryをクラウドストレージサービスに保存/同期

させることもできます。 

Engine Libraryに保存されているデータがクラウドストレージアカ

ウントにバックアップされますので、DENON PRIMEシリーズと

ネットワーク接続さえあればどこからでも楽曲データにアクセス

できます。 
 

Dropboxクラウドストレージを有効にするには、環境設定

/Preference/プリファレンスを開き、ライブラリー＞クラウドストレ

ージでDropboxをOnにします。 

Engine DJを使用しているコンピュータにDropboxがまだインス

トールされていない場合は、Dropboxアプリケーションをダウンロ

ード、インストール、ログインする必要があります。

https://www.dropbox.com/ja/ ※Dropbox導入に関してはサポ

ート外になります。 
 
クラウドストレージドライブにアクセスするには、コレクションペイン

のドライブアイコンをクリックします。新しいペイン(リスト)が表示さ

れ、接続されているドライブやクラウドストレージが表示されます。 
 
クラウドストレージドライブにトラックを追加する方法については、

トラックを追加/削除するをご覧ください。 
 
クラウドストレージドライブにプレイリストを追加する方法について

は、プレイリストを使用するをご覧ください。 
 
USB ドライブの設定を編集するには、メディアデバイスパネルの

プロファイル環境設定/Preference をクリックします。詳細につい

ては、上記のユーザープロファイルをご覧ください。

https://www.dropbox.com/ja/
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ライブラリーの読み込み  
 

 

iTunes/Apple Musicライブラリーの使用  

コンピュータでiTunes/Apple Music® を使用している場合、Engine Libraryのデータベー

スにトラックを追加することができます。ライブラリーに追加されたファイルの評価もインポ

ートされます。 

 
iTunes/Apple Musicライブラリーを表示するには： 
 

1. 環境設定/PreferenceメニューでiTunes Library IntegrationがOnになってい

ることを確認します。 
詳しくは、操作 ＞ 設定の調整 ＞ 環境設定/Preferenceをご覧ください。 

2. コレクションペインのiTunes/Apple Musicアイコンをクリックします 

3. ライブラリーを更新します。ライブラリーがトラックリストに表示されます(ライブ

ラリーが大きい場合は数分かかることがあります) 

 
 
iTunes/Apple MusicからEngine Libraryまたは外付けストレージドライブのデータベースにトラックを追加するには、次の

いずれかの方法を使用します。 
 
- CollectionからEngine Library、またはDrivesアイコンにトラックをドラッグします。また、トラックをプレイリストやサブプ

レイリストに直接ドラッグすることもできます。 
 
- トラックを右クリックしてAdd Tracks to Collectionを選択します。複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)また

は(macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。また、Shiftを押しながらトラックを選ぶことで範囲指定

選択も可能です。 
 
コレクション全体をインポートするには、コレクションペインの上部にあるCollectionを右クリックし、Import Collectionを
選択します。 
 
iTunes/Apple Musicのプレイリストをインポート 
 
Engine DJ では、iTunes/Apple Music のプレイリストを Engine DJ のプレイリストとしてインポートすることもできます。 
 
iTunes/Apple Music のプレイリストをインポートするには、次のいずれかの方法を使用します。 
- プレイリストを右クリックして Import as Playlist を選択します。 
- プレイリストをコレクションペインに直接ドラッグします。

注：サードパーティソースからトラックを追加した後、Engine DJで適用されたキューやループは、以前にインポートされ

た類似のパフォーマンス データを上書きします。サードパーティのソースからパフォーマンス データを再度インポートす

るには、まず Engine DJ コレクションからトラックを削除してから、トラックを再度インポートする必要があります。 

ヒント: iTunes/Apple Music ライブラリのトラックを、通常の Engine DJ と同様に検索で

きます。詳しくは、トラックを検索するをご覧ください。 
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Seratoのライブラリーを使用  

Seratoを使用している場合は、SeratoライブラリーのトラックをEngine Libraryや外部ストレ

ージドライブのデータベースに追加することができます。ライブラリーに追加されたファイル

にはSerato Cueポイント、ループ、ビートグリッドも含まれます。 

 
Serato ライブラリーのトラックを表示するには： 

1. 環境設定/Preference で、Serato Library Integration が On になっていることを確

認します。詳しくは、操作 > 設定の調整 > 環境設定/Preference をご覧ください。 

2. コレクションペインの Serato アイコンをクリックします。 

3. Update Serato Library をクリックします。トラックリストに Serato ライブラリーが表示

されます(ライブラリーが大きい場合は数分かかることがあります) 

 

Serato のトラックを Engine Library または外付けストレージ ドライブのデータベースに追

加するには、以下のいずれかの方法を使用します。 

- Collection から Engine Library、または Drives アイコンにトラックをドラッグします。また、トラックをプレイリストやサブ

プレイリストに直接ドラッグすることもできます。 

- トラックを右クリックして Add Tracks to Collection を選択します。複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)また

は(macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。また、Shift を押しながらトラックを選ぶことで範囲指

定選択も可能です。 

コレクション全体をインポートするには、コレクションペインの上部にある Collection を右クリックし、Import Collection
を選択します。 
 
 
Seratoのクレートをインポート 
 
Engine DJ では、Serato のクレート(スマートクレートを除く)を Engine DJ のプレイリストとしてインポート可能です。 
 
Serato クレートをインポートするには、次のいずれかの方法を使用します。 
 

- Serato クレートを右クリックし、Import as Playlist を選択します。 
- Serato クレートをクリックしてコレクションペインに直接ドラッグします

ヒント：Serato ライブラリのトラックは、通常の Engine DJ と同様に検索できます。詳しくは、

トラックを検索するをご覧ください。。 
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Traktorのライブラリーを使用  

Traktor®を使用している場合は、TraktorライブラリーからトラックをEngine Libraryと外部ス

トレージドライブのデータベースに追加することができます。ライブラリーに追加されたファイ

ルの評価もインポートされます。 

 
Traktor ライブラリのトラックを表示するには： 

1. TraktorライブラリがNMLファイルとしてエクスポートされているか確認します。 

2. Engine DJで、環境設定/PreferenceメニューのTraktor Library IntegrationがOn に 

設定されていることを確認します。 

詳しくは、操作 > 設定の調整 > 環境設定/Preferenceをご覧ください。 

3. コレクションペインでTraktorアイコンをクリックします。 

4. Update Traktor Libraryをクリックします。 

5. TraktorからエクスポートしたNMLファイルを探し、Openをクリックします。 

Traktorライブラリーがトラック・リストに表示されます(ライブラリのサイズ 

が大きい場合は数分かかることがあります) 
 

 

Traktor のトラックを Engine Library または外付けストレージ ドライブのデータベースに追加するには、以下のいずれか

の方法を使用します。 

- Collection から Engine Library、または Drives アイコンにトラックをドラッグします。また、トラックをプレイリストやサブ

プレイリストに直接ドラッグすることもできます。 

- トラックを右クリックして Add Tracks to Collection を選択します。 

複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)または (macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。

また、Shift を押しながらトラックを選ぶことで範囲指定選択も可能です。 

コレクション全体をインポートするには、コレクションペインの上部にある Collection を右クリックし、Import Collection
を選択します。 

 
Traktorのプレイリストをインポート 
 
Engine DJ では、Traktor のプレイリストを Engine DJ のプレイリストとしてインポート可能です。 
 
Traktor のプレイリストをインポートするには、次のいずれかの方法を使用します。 
 
- Traktor のプレイリストを右クリックし、Import as Playlist を選択します。 
- Traktor のプレイリストをクリックしてコレクションペインに直接ドラッグします。

ヒント：Traktor ライブラリのトラックは、通常の Engine DJ と同様に検索できます。詳しくは、トラックを検索するをご覧くだ

さい。 
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Rekordboxライブラリーを使用する  

Rekordbox®を使用している場合は、RekordboxライブラリーからEngine Libraryと外部スト

レージドライブのデータベースにトラックを追加できます。Rekordboxライブラリーに追加され

たファイルにはRekordboxのホットキュー、メモリーループ、ビートグリッドも含まれます。 
 

1. Rekordboxライブラリのトラックを表示するには 

2. まず、RekordboxからライブラリをXMLファイルとしてエクスポートしていることを確認

してください。 

3. Engine DJ で 、Library 環 境 設 定/Preferenceメ ニ ュ ー のRekordbox Library 
IntegrationがOnに設定されていることを確認します。詳しくは、操作 ＞ 設定の調整 
＞ 環境設定/Preferenceをご覧ください。 

4. コレクションペインのRekordboxアイコンをクリックします。 

5. Update Rekordbox Libraryをクリックします。 

6. RekordboxからエクスポートしたXMLファイルを探して、Openをクリックします。

Rekordboxライブラリがトラックリストに表示されます(ライブラリのサイズが大きい場

合は数分かかることがあります) 
 

 

Rekordbox のトラックを Engine Library または外付けストレージ ドライブのデータベースに追加するには、以下のいずれ

かの方法を使用します 

- Collection から Engine Library、または Drives アイコンにトラックをドラッグします。また、トラックをプレイリストやサブ

プレイリストに直接ドラッグすることもできます。 

- トラックを右クリックして Add Tracks to Collection を選択します。 

複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)または (macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。

また、Shift を押しながらトラックを選ぶことで範囲指定選択も可能です。 

コレクション全体をインポートするには、コレクションペインの上部にある Collection を右クリックし、Import Collection
を選択します。 
 
 
Rekordboxのプレイリストをインポート 
 
Engine DJ では、Rekordbox のプレイリストを Engine DJ のプレイリストとしてインポート可能です。 
 
Rekordbox のプレイリストをインポートするには、次のいずれかの方法を使用します。 
 
- Rekordbox のプレイリストを右クリックし、Import as Playlist を選択します。 
- Rekordbox のプレイリストをクリックしてコレクションペインに直接ドラッグします。 

 

 

 

 

ヒント：Rekordbo ライブラリーのトラックは、通常の Engine DJ と同様に検索できます。詳しくは、トラックを検索するを

ご覧ください。 
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シンクマネージャー  

Sync Managerツールを使用すると、Engine Libraryと外部ストレージドラ

イブ間でプレイリストやパフォーマンスデータを素早く同期することができ

ます。 

Sync Manager を開くには、Engine DJ の左下にある Sync 
Manager ボタンを押します。 
 
Sync Managerウィンドウでは、コンピューターに接続されているすべての

ドライブにアクセスできます。ドライブが検出されなかった場合は、ドライブ

を接続するように促されます。 
ドロップダウンメニューを使用して、同期したいドライブを選択します。接

続されているドライブに Engine DJ Profile が含まれている場合、Profile 
アイコンが表示され、クリックするとドライブの Profile が表示されます。詳

しくは、外部ストレージ ドライブを使用する＞ユーザー プロファイルをご

覧ください。また、接続したドライブを取り出す為のイジェクトボタンも表示

されます。なんらかの操作が進行中のドライブは、取り出せません。 
使用しているドライブがEngine DJかSync Managerでサポートされてい

ない場合は、警告アイコンが表示されます。アイコンの上にマウスカーソ

ルを置くと、詳細情報のツールが表示されます。 
 
ドライブへのエクスポート  

ドライブを選択したら、Sync Manager を使用してPRIMEシリーズで使え

るようにUSBドライブに音楽をエクスポートすることができます。コレクショ

ンペインを使用して、Engine DJ ホーム コレクションおよび接続されてい

るすべての外部ストレージ ドライブのプレイリストを参照し、プレイリスト

名の横にあるボックスをチェックして選択します。トップレベルのフォルダ

ーを選択すると、すべてのサブフォルダーが選択されます。 

選択したプレイリストの総ファイルサイズは、コレクションビューの下部に

ドライブの容量表示とともに表示されます。接続されているドライブの容

量を超えるファイルを選択した場合は、容量バーが赤くなります。容量内

に収まるようにプレイリストの選択を解除してください。. 
 
外部ストレージ ドライブに追加したいものを選択したら、コレクションペイ

ンの下部にあるExport to Driveボタンをクリックします。選択したファイ

ルと関連する Engine DJ データがドライブにコピーされます。エクスポー

トにかかる時間はプログレス バーに表示されます。 

進行中のエクスポートをキャンセルするには、Cancel をクリックします。

エクスポートするファイルが残っている場合はキャンセルされますが、す

でにエクスポートされたファイルは削除されるまでデバイス上に残ります。 
 

ドライブにすでに Engine DJ からエクスポートしたプレイリストが入っている場合は、別のプレイリストを選択してデバイス

に追加したり、不要なファイルを削除することができます。 

外部ストレージ ドライブに追加または外部ストレージ ドライブから削除するプレイリストを選択します。 

コレクションペイン内でプレイリストの選択を解除すると、エクスポート時に未選択トラックが外部ストレージドライブから削

除されることを警告するポップアップが表示されます。 

あるプレイリスト(仮に A とします。)から削除されたファイルが、外部ストレージドライブに残っている別のプレイリスト(B)に
表示されている場合、そのファイルはドライブに残ります。OK をクリックして続行します。 

変更が完了したら、Export to Drive.をクリックします。 
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Engineとの同期  

Sync Managerを使用して、Engine OSプレーヤーから作成されたファイルのメタ

データ変更を、Engine DJホームコレクションに同期することもできます。 

ドライブが接続され、Sync Manager で選択されている状態で、Sync to Engine 
ボタンをクリックします。Sync Manager は、Engine DJ ホームコレクションの以下

のトラックのメタデータを更新します。： 

 
 

Cue Points Loop Points Waveform Data BPM 

Hot Cue Points Beatgrids Star Rating Key 
 
操作が完了するか、または同期しても更新する新しい情報がない場合は、Sync Metadata ボタンは無効になります。 

同期操作をキャンセルするには、Cancel をクリックします。この場合、Engine DJ との同期/更新はされません。 
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楽曲の検索  
 
フィルターを使って曲を検索するには： 
1.  コレクションパネルで、検索したい場所をクリックします。PlaylistsかDrivesをクリックします。トラックリストには、

その場所にあるすべてのトラックが表示されます。 
 
2. コレクションペインで、Engine DJ または外部ストレージ ドライブのコレクションからプレイリスト, 
3. またはサブプレイリストを選択します。トラック リストには、その場所にあるすべてのトラックが表示されます。 
 
3. フィルター列の下で、表示したいトラックのカテゴリをクリックします。Genre、Artist、Album、BPM、Keyをクリッ

クします。そのカテゴリーのトラックだけがトラックリストに表示されます。 
フィルター列で複数のカテゴリーを選択するには、Ctrl(Windows)または(macOS)を押しながら、それぞれの

カテゴリーをクリックします。 
また、Shiftを押しながらクリックすると、現在選択されているものからクリックしたものまでのすべてのカテゴリー

を選択することができます。 
 
単語でトラックを検索するには： 
1. コレクションペインで、検索したい場所をクリックします。Playlists、iTunes/Apple Music Library、Serato 

Library、Traktor Library、Rekordbox Library、File System Browser、Drivesのいずれかをクリックします。 
トラックリストには、その場所にあるすべてのトラックが表示されます。 

2. 単語検索フィールドをクリックし、コンピュータのキーボードを使ってフィールドにテキストを入力します。そのテキストを

含むすべてのトラックが、トラックリストに表示されます。 
 
検索時に参照できる情報は以下のとおりです。 
 

Search All Album Key Genre Composer File Type 

Title Length Comment Year Mixartist Date Created 

Artist BPM Track # Label Filename Date Added 
 
複数の単語を検索する場合は、各単語の間にスペースを入力します。すべての単語を含むトラックがトラックリストに表示

されます。 
 
入力した単語を含むトラックを特定のカテゴリー内でのみ表示するには、虫眼鏡のアイコンをクリックしてカテゴリーを選択

し、単語検索フィールドにテキストを入力します。 
 
検索フィールドをクリアするには、X をクリックします。
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プレイリストの使用  

ライブラリ内のトラックを管理し、プレイリストに分類することで、順序立てたセットにまとめ

ることができます。プレイリストは、その中のトラックだけでなく、その下のサブプレイリスト

のトラックも参照します。サブプレイリストは同一階層に複数作成できます。 
 
 
 
 

プレイリストの作成  
プレイリストを作成するには、以下のいずれかの方法で行います。： 
- Collection の横にあるプラス(+)アイコンをクリックするか、コンピューターのキーボードで Ctrl+N(Windows)、
+N(macOS)を押して、新しいプレイリストを追加します。 

- Collection を右クリックし、表示されるメニューで Create Playlist を選択します。 

- トラックのフォルダをクリックして、Collection の上にドラッグします。 

 

サブプレイリストを作成するには、以下のいずれかの方法で行います。： 
- プレイリストの上にマウスを置いて、プラス(+)のアイコンをクリックします。destination プレイリストの下にサブプレイリ

ストが作成されます。 

- destination プレイリストを右クリックし、表示されるメニューから Create Playlist を選択します。 

- destination プレイリストにトラックのフォルダをドラッグします。 
 
プレイリストへのトラックの追加・削除  
 

プレイリストやサブプレイリストにトラックを追加するには、トラックリスト内のトラックをクリックして、移動先のプレイリストや

サブプレイリストにドラッグします。トラックには、プレイリストに追加された順番に自動的に番号が付与されます。各プレイ

リストには最大 1,000 曲まで追加できます。 
プレイリストが再生順(#)でソートされている場合、トラックをドラッグして指定した順番に並べ替え可能です。 
 
プレイリストやサブプレイリストからトラックを削除するには、トラックリストでトラックを右クリックし、表示されるメニューで

Remove From Playlist を選択します。Engine Library コレクションのプレイリストからトラックを削除すると、接続されて

いるすべての外部ストレージ ドライブの同じプレイリストからも削除されます。 
 
複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows) 、または(macOS) を押しながらそれぞれのトラックをクリックします。

また、Shift を押しながらだと、選択範囲内のすべてのトラックを選択することができます。
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プレイリストの移動と編集  
 
プレイリストをUSBドライブに追加するには、コレクションペインではなく、ドライブペインのストレージドライブ内の

Collectionにプレイリストをドラッグします。 
 
プレイリストの曲順を変更するには： 
1. プレイリストをクリックして選択します。 
2. プレイリストが # 列でソートされていることを確認します。 
3. トラックリスト内のトラックまたはトラックグループを希望のトラック順にドラッグします。 

また、プレイリストを列でソートしている場合は、トラックを右クリックしてRe-number track orderを選択することで、現

在の順番に合わせてプレイリストを更新することができます。 
 
コレクションまたはプレイリストフォルダ内のプレイリストを並べ替えるには、プレイリストをクリックして目的の場所にドラッ

グします。 
 
プレイリストの名前を変更するには、目的のプレイリストをダブルクリックするか、プレイリストを右クリックしてRenameを
選択します。変更を適用するには、Enterキーを押すか、フィールドの外側をクリックします。 

プレイリストの削除  

プレイリストをコレクションから削除するには、プレイリストを右クリックして Remove を選択します。エンジン ライブラリ

ーコレクションからプレイリストを削除すると、接続されているすべての外部ストレージ ドライブからプレイリストが削除さ

れます。外部ストレージ ドライブからプレイリストを削除すると、そのドライブからのみ削除されます。 
 

プレイリストのエクスポート  

プレイリストやプレイリストフォルダーをエクスポートするには、プレイリストを右クリックして Export を選択します。プレイリ

ストは、CSV ファイル、M3U ファイル、JSON ファイルとしてエクスポートできます。 
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トラックの編集  
 
Engine DJを使用して、キューポイント、ホットキューポイント、ループポイント、ビートグリッドを設定し、将来的にプレー

ヤーでDJをする際に使用することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To prepare a track to edit, in the track list, double-click the track you want to edit, or click and drag it onto 
the waveform or editing controls above. The track will load, where you can play and/or edit it. Its waveform will 
appear, and its beatgrid will appear on the waveform. 

 
トラックリストから編集したいトラックをクリックして上のエディットコントロールにドラッグ/ロードすることで再生や編集ができ

るようになります。また、トラック波形上にはビートグリッドが表示されます。上図参照 
 
前のトラックや次のトラックにスキップするには、Previous Track または Next Track を押します。 
 
トラック内の位置を確認するには、次のいずれかの方法を使用します。： 
 
- オーディオ波形をクリック＆ドラッグして、トラックを左右移動する。 
 
- トラックの概要(全体波形)をクリックして、オーディオ波形のその位置にジャンプする。 
 
- コンピューターのキーボードで Ctrl+ →  または Ctrl+ ←(Windows) または + → または + ←(macOS) を押す

と、現在のビートジャンプの解像度に基づいてトラック内を移動します。 
 
トラックの概要(全体波形)とオーディオ波形には、次のような情報が表示されます。： 
 
- 波形の色分けは、オーディオ信号の周波数を示しています。 
青は低周波(低音)を表し、緑は中周波(中音)を表し、白は高周波数(高音)を表します。 

 
- 再生位置(現在のトラック位置)は、白い線です。 
 
- ビートグリッドとは、オーディオ波形のみに表示されるラインのことです。詳しくは、ビートグリッドをご覧ください。 
●すべての小節の最初のビートは赤でマークされています。それ以外のビートはグレーで表示されます。 
●アンカーツールで調整されたビートは、黄色で表示されます。 

 
- キューポイントは、白い三角形です。詳しくは、キューポイントをご覧ください。 
 
- ホットキューポイントは、パフォーマンスパッドに応じて色が変わる三角形で黄色やオレンジ色、または紫色だったりしま

す。詳しくは、ホットキューポイントをご覧ください。 
 
- ループポイントは白い線で、線と線の間には範囲指定のグラデーションがあります。アクティブループの範囲にはストラ

イプ模様が表示されます。セーブドループポイントの色は、パフォーマンスパッドによって異なります。詳しくは、ループポ

イントをご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 

 
 

 

 

ビートグリッドを編集するには、鉛筆アイコンをタップして、グリッドエディットコントロールを開きます。 
 
ビートの位置を調整するには： 
- Downbeat Left/Rightボタンを使って、分析されて

いるグリッドに基づいてビートを移動します。 
 
- Shift Left/Rightボタンを使うと、グリッド全体を左右

にスリップさせることができます。 
 
- Insert Anchorボタンで、再生位置に最も近いビート

が移動します。他のすべてのビートもそれに応じて移

動します。これにより、テンポが変動するトラックに柔

軟なビートグリッドを作成することができます。 
 
- Delete Anchorボタンで、最も近いアンカーを削除

することができます。 
 
テンポを調整するには： 
- Tap Tempoボタンを使って、手動でタップの繰り返しに応じたテンポを設定します。 
 

- BPMボタンを使って、BPMを増減させることができます。 
 

- /2、2Xボタンで現在のBPMを半分、2倍にします。 
 
ビートグリッドをロックして編集できないようにするには、鍵アイコンをクリックします。ロックされると、グリッドエディットコン

トロールはグレーアウトされ、ライブラリペインのグリッド列の下にロックアイコンが表示されます。  
 
メトロノーム音はビートマーカーを通過する度に鳴るので、正確な位置にビートグリッドを作成するのに役立ちます。メトロ

ノームをONにするには、トラック名の下にあるメトロノームボタンを押します（右上の図をご覧ください）。 

メトロノーム音量は、Low/Medium/Highの間で切り替えることができます。 
 

 

キューポイントを設定するには、一時停止中に任意の場所で Cue を 
クリックします。これで、キューをクリックすると、その地点から再生が 
始まります。 

ビートグリッド 

重要：キュー/ループのクオンタイズ機能がオンの場合、ホットキューポイントとループポイントは、クオンタイズ設定に応じて

自動的に配置されます。詳しくは、設定の調整＞環境設定/Preference をご覧ください。 

注：ロックが有効な場合、トラック分析はビートグリッドを更新しません。サードパーティのソースからインポートされたトラッ

クは、インポートされたビートグリッドデータを参照します。Engine DJ でこれらのビートグリッドを調整するには、まずトラッ

クを再分析する必要があります。サードパーティ ソースからオリジナルのビートグリッド データを再度インポートするには、

まず Engine DJ コレクションからトラックを削除してから、トラックを再度インポートする必要があります。 

キューポイント 

重要：Cue/Loop Quantization 機能がオンになっている場合、キューポイントはクオンタイズ設定に応じて自動的に配置さ

れます。詳しくは、設定の調整＞環境設定をご覧ください。 
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ホットキューポイント  
 

ホットキューポイントを設定するには、まず、パフォーマンスパッドがホットキューに設定されていることを確認します。次

に、以下のいずれかの操作を行います。 
 

- 任意の位置で(PRIME ハードウェアの場合)パフォーマンスパッド(1-8)をクリックする。 

- 任意の位置でパソコンのキーボードの数字キー(1-8)を押す。 
 

 

(PRIMEハードウェアの場合)ホットキューのパフォーマンスパッド(1-8)をクリックすると、設定ポイントから再生開始しま

す。 

 
 
 
ホットキューポイントの名前を変更するには、ホットキューパフォーマンスパッド(1-8)を
右クリックし、キーボードで新しい名前を入力します。 
 
ホットキューポイントの色を変更するには、ホットキューパフォーマンスパッド(1-8)を右ク

リックし、希望の色を選択します。 
 
 
ホットキューポイントを削除するには、以下のいずれかの操作を行います。 
 
- ホットキューのパフォーマンスパッド(1-8)を右クリックし、Clearをクリックします。 
- Shift を押しながら、ホットキューのパフォーマンスパッド(1-8)を左クリックする。 
- Shift を押しながら、パソコンのキーボードの対応する数字キー(1-8)を押す。 

注：デュアルレイヤーモードでレイヤーBにホットキューを設定する場合は、Alt＋数字キー（1-8）を押してください。 

重要：ホットキューポイント数は、プレーヤーによって異なります。詳しくは、プレーヤーのマニュアルをご参照ください。 
Cue/Loop Quantization 機能がオンの場合、ホットキューポイントはクオンタイズ設定に応じて自動的に配置されます。

詳しくは、設定の調整＞環境設定をご覧ください。 

注：デュアルレイヤーモードでレイヤーB のホットキューを削除する場合は、Alt + Shift + 対応する数字キー（1-8）を押し

てください。 
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ループポイント  
 

ループポイントを設定する(ループを作る)には、まずパフォーマンスパッドがループに設定されていることを確認します。

次に、以下のいずれかの操作を行います。 

- ループを開始したい場所で(PRIME ハードウェアの場合) パフォーマンスパッド(1-8)を押します。今度はループの終点を

設定します。任意の場所で先程押した番号以外のパフォーマンスパッドを押すと、すぐにループ再生が始まります。 

- ループを開始したい場所で、パソコンのキーボードの対応する数字キー(1-8)を押します。今度はループを終了させたい

場所で、先程押した番号以外のキーをもう一度押すと、すぐにループ再生が始まります。 
 

 

ループポイントを手動で設定するには、鉛筆アイコン下のループマークアイコンを押してループ＆ビートジャンプコントロー

ルデッキモードに切り替えて Manual を選択します。 

 
 
 
 

ループポイントを設定するには： 

i. ループを開始したい場所で(Loop) In をクリックします。 

ii. ループを終了したい場所で(Loop) Out をクリックします。すぐにループ再生が始まります。 

 

- ループを倍の長さにするには X2 をクリックします。クリックするたびにループの長さが 2 倍になります(例：元の長さの 2
倍、4 倍、8 倍...、そして 16 倍) 

- ループを半分に、短くするには/2 をクリックします。クリックするたびにループの長さが半分になります。(例：元の長さの

1/2、1/4、1/8...、1/16) 

- ループ全体を移動させるには、左右矢印 < または> をクリックします。 

- ループを再生するには、Reloop 左隣の Loop Enable をクリックします。ループ再生が始まり、開始点から終了点の間

を繰り返し再生するようになります。再度 Loop Enable をクリックすると、ループが解除され通常再生に切り替わりま

す。 

- ループを再開するには、再生がアクティブな状態で ReLoop をクリックします。ループは開始点に戻ります。 

 
注：マニュアルループが有効な場合、Loop モードでパフォーマンスパッドをクリックすると、そのスロットにマニュアルルー

プが保存されます。 

 

注：デュアルレイヤーモードでレイヤーBにループを設定する場合は、Alt＋対応する数字キー（1-8）を押してください。 
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オートループを設定するには、ループ＆ビートジャンプコントロールのデ

ッキモードで、Auto/Jump を選択します。 

• ループポイントを設定するには、任意の場所で［ループ］をクリックしま

す。BPMに応じて自動的にループポイントが設定され、すぐにループ

再生が開始されます。 

- ループを倍の長さにするには、X2 をクリックします。クリックするたびにループの長さが 2 倍になります(例：元の長さの

2 倍、4 倍、8 倍...、そして 16 倍) 

- ループを半分に、短くするには、/2 をクリックします。クリックするたびにループの長さが半分になります。(例：元の長さの

1/2、1/4、1/8...、1/16) 

- ループを再生を止めるには、Auto Loop をクリックすると、ループが解除され通常再生に切り替わります。 
 

 
 
アクティブループを作成するには、セーブドループがアサインされたパッドを右クリックし、

「Active Loop」を選択します。アクティブループは、ループポイントに到達すると自動的にル

ープ再生を開始します。 アクティブループがオンになると、右図のように「A」と表示され、ア

クティブループの範囲はストライプ模様が表示されます。 
 
 
ループの名前を変更するには、ループパフォーマンスパッド(1-8)を右クリックして、キーボー

ドで新しい名前を入力します。 
 
 
ループの色を変更するには、ループパフォーマンスパッド(1-8)を右クリックして、目的の色を

選択します。 
 
 
ループポイントを削除するには、以下のいずれかの操作を行います。： 
- ループ・パフォーマンス・パッド(1-8)を右クリックして、Clear をクリックする。 
- Shift キーを押しながら、ループパフォーマンスパッド(1-8)を左クリックする。 
- Shift キーを押しながら、パソコンのキーボードで対応する数字キー(1-8)を押す。 

重要：Cue/Loop Quantization 機能がオンになっている場合、ループポイ

ントはクオンタイズ設定に応じて自動的に配置されます。詳しくは、設定の

調整＞環境設定をご覧ください。 

注：オートループがアクティブな場合、ループモードでパフォーマンスパッドをクリックすると、そのスロットにオートループ

が保存されます。 

注：デュアルレイヤーモードでレイヤーBのループを削除する場合、Alt + Shift + 対応する番号（1-8）を押してください。 
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ID3タグはトラックのメタデータで、タイトル、アーティスト、アルバム、トラックナンバーなど、ファイル自体に格納されて

いるトラックに関する情報です。これらのID3タグは、Engine DJ内で更新・編集することができます。 
 
トラックの情報を更新するには： 
1.  トラックリストで、タグを更新したいトラックをクリックします。 
2.  編集したいフィールドの内側をクリックします。以下のフィールドを編集できます。 

 
Title Album Comment Genre Label Mixartist 

Artist Key Track # Year Composer  
 

トラックのID3タグをEngine DJ以外で編集した場合は、トラックを右クリックしてRe-import track informationを選択

することで更新できます。 
 

 

Engine DJがトラックを分析する際には、トラックの波形データ、BPM値、ビートグリッドデータを検出または処理します。

また、Engine DJ、Rekordbox、Serato DJで作成されたトラック内のキューポイント、ホットキューポイント、ループポイン

トも検出します。 
 

 

変更したトラックのBPM値やビートグリッドを後で元の値や位置に戻したい場合、トラックの再解析することができます。

トラックを再解析すると、ファイルに設定されているID3タグに関わらず、常に最新のEngine DJ BPM検出解析が使用さ

れます。 

 

トラックを再解析： 

1. 再解析したいトラックをクリックします。複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)または(macOS)を押

しながら、それぞれのトラックをクリックします。また、Shiftを押しながらクリックすると、現在選択されているトラッ

クからクリックしたトラックまでのすべてのトラックが選択されます。 

2. トラックを右クリックして、表示されるメニューからRe-analyze Tracksを選択します。 

 注意：ロックが有効な場合、トラック分析はビートグリッドを更新しません。  
 

トラック/楽曲ファイルの場所を表示する  

コンピューターや接続した外部ストレージドライブ上のトラックの場所をすぐに開くことができます。これは、ファイル自

体の名前を変更したり、移動したりしたい場合に便利です。 

 
コンピューターや外部ストレージドライブにあるトラックの場所を確認するには： 
1. トラットラックリストで、位置を特定したいトラックをクリックします。複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)もし

くは(macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。また、Shift キーを押しながらクリックすると、範

囲選択が可能です。 
2. トラックを右クリックし、メニュー > Show in Explorer(Windows) / Show in Finder(macOS)を選択します。

ID3 タグ 

トラックの再解析 

重要：Serato DJ または Rekordbox のキューポイント、ホットキューポイント、またはトラック内のループポイントを使用

するには、まずそのトラックを Engine ライブラリや外部ストレージドライブに追加して解析する必要があります。詳しく

は、ライブラリーの読み込みをご覧ください。 

ヒント：Auto Analyze 機能をオンにしておくと、エンジンライブラリーにトラックを追加したときに自動的に解析されま

す。詳しくは、設定の調整＞環境設定をご覧ください。 
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付録  

トラブルシューティング  
 

問題点 解決法 

Engine Prime にトラックを追加することができな

い。 
・Windows の場合、 インストールされている Apple® 

QuickTime®が最新バージョンにアップデートされていることを

ご確認ください。インストールされていない場合は、

apple.com/quicktime から Apple® QuickTime®の最新バー

ジョンをダウンロードしてインストールしてください。 

・追加するトラックが、Engine Prime が対応する音楽ファイル

形式か今一度ご確認ください。詳しくは操作 ＞ 設定 ＞プリフ

ァレンス > Libarary タブをご覧ください。 

・アートワークのサイズが 1MB を越えるトラックは追加すること

ができません。 

トラックの編集中、再生するオーディオに 
ノイズが入ってしまう。 

・オーディオ再生の設定が正しく行われているか今一度ご確認

ください。詳しくは操作 ＞ 設定 ＞プリファレンス ＞ 
Performance タブをご覧ください。 

・Buffer Size の設定メニューで、より大きいバッファサイズをお

試しください。詳しくは操作 ＞ 設定 ＞プリファレンス ＞ 
Performance タブをご覧ください。 

・Engine Prime がトラック解析中の場合、解析が完了するまで

トラックの編集を行わない方が良いでしょう。解析中は、

Engine Prime の動作が若干遅くなります。 

Engine Prime ターゲットのファイルを USB メモリ

にコピーすることができない。 
・USB メモリに十分な空き容量があることを確認してください。

コピーしたいファイルの総容量以上の空き容量が必要です。 

Engine Prime ターゲットや USB メモリのファイル

をデバイスで再生できない。 
・ご使用のデバイスが USB メモリのファイル形式と容量に対応

しているか、今一度ご確認ください。 

メトロノーム音の変更  
 
メトローム音は、以下の方法でお手持ちのサウンドファイルに差し替えることができます。 

 

1. お使いのコンピューターで、以下のフォルダに移動します。 

• macOS の場合: Users/<ここにユーザーネームが入ります>/Library/Application Support/AIR Music 

Technology/EnginePrime/Media 

• Windows の場合: C:\Users\<ここにユーザーネームが入ります>\AppData\Local\AIR Music 

Technology\EnginePrime\Media 

注意：上記のフォルダは、通常、非表示になっており、見つけにくい場合があります。隠しフォルダーの非表示を解除

するには、必要に応じてご使用のコンピューターの説明書などをご覧ください。 

2. フォルダの中には、metronome.wav と metronome_downbeat.wav という 2 つのファイルが入っています。 

3. ユーザーメトロノーム音としてご使用になりたいサウンドの wave ファイルに metronome.wav もしくは

metronome_downbeat.wav という名前を付け、上記のフォルダ内に戻します。  

4. Engine DJ を再起動すると、メトロノームにユーザーサウンドがアサインされている状態になります。  

 

通常のメトロノーム音に戻すには、ユーザーサウンドの wave ファイルを両方削除し、Engine DJ を再起動してください。デ

フォルトのサウンドファイルが上記のフォルダに戻り、通常のメトロノーム音が再生されます。 
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キーボードショートカット  

ユーティリティー  
 
機能 macOS Windows 目的 

ツールのヒント   (Command) + 
T 

Ctrl + T カーソルを合わせた機能の詳細を表示する（英語） 

環境設定を開く  + , Ctrl + , プリファレンスウィンドウを開く 

メニューを閉じる Esc Esc メニューを閉じる、または操作のキャンセルを行う 

フルスクリーン表示   + Ctrl + F F11 フルスクリーン表示に切り替える 

アプリケーションを閉じる  + Q Alt + F4 Engine Primeを終了する 

 
ナビゲーション  
 
機能 macOS Windows 目的 

検索  + F Ctrl + F 検索フィールドに移動する。コンピュータのキーボー

ドでキーワードを入力して検索が可能 
コレクションパネルの 

表示カテゴリー切り替

え 

Option + Tab Ctrl + Tab コレクションパネルの表示カテゴリーを切り替える

（Crates/Playlists/iTunes Library/Serato 
Library/File System Browser） 

オーディオ波形拡大  +プラス（＋） Ctrl + Plus (+) オーディオ波形の拡大表示（レイヤーA/B同時） 

オーディオ波形縮小  +マイナス
（-） 

Ctrl + Minus (-) オーディオ波形の縮小表示（レイヤーA/B同時） 

オーディオ波形拡大縮小リセット  + 0 Ctrl + 0 オーディオ波形の拡大縮小表示リセット 

（レイヤーA/B同時） 

クレート/プレイリスト新規作成  + N Ctrl + N クレートもしくはプレイリストの新規作成 

デバイスパネルの表示/非表

示切り替え 
 + D Ctrl + D デバイスパネルの表示/非表示切り替え 

上下移動 / (Up/Down) / (Up/Down) トラックリストなどでの上下移動 

サブフォルダ/サブクレート

の展開/縮小 

/ (Left/Right) / (Left/Right) 
サブフォルダおよびサブクレートの展開/縮小を行

う 

パネル移動 Tab Tab 次のパネルへ移動する 

パネル移動 Shift + Tab Shift + Tab １つ前のパネルへ移動する 

フィルターボックスの 

表示/非表示切り替え 
F F フィルターボックスの表示/非表示切り替えを行う 

トラック全選択  + A Ctrl + A トラックリストのトラックを全選択する 

トラック複数選択 Shift + / 
(Up/Down) 

Shift + / 
(Up/Down) 上下に隣接した複数のトラックを選択する 
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トランスポートコントロール 
 

機能 レイヤー mac Windows 目的 

トラックのロード A  + 1 Ctrl + 1 選択中のトラックを各レイヤーにロードする 

B  + 2 Ctrl + 2 

キュー/Cue A C C 現在の再生ヘッドに Cue ポイントを設定する  

B Option + C Alt + C 

再生/停止 A Spacebar Spacebar デッキのトラックを再生/停止する 

B Option +スペース Ctrl + スペース 

ビートジャンプ 
（後方） 

A  +  (Left) Ctrl +  (Left) ビートジャンプの設定値に従い、後方にビートジ

ャンプする B  + Option +  Ctrl + Alt +  

ビートジャンプ 
（前方） 

A  +  (Right) Ctrl +  (Right) ビートジャンプの設定値に従い、前方にビートジ

ャンプする B  + Option +  Ctrl + Alt +  

１つ上のトラックをロー

ドする 
A  +  (Up) Ctrl +  (Up) トラック停止中：１つ上のトラックをロードする 

トラック再生中：トラックを再生開始位置まで戻す B  + Option +  Ctrl + Alt +  

１つ下のトラックをロー

ドする 
A  +  (Down) Ctrl +  (Down) １つ下のトラックをロードする 

B  + Option +  Ctrl + Alt +  

 
再生 
 
機能 レイヤー mac Windows 目的 

経過時間/残時間表示

切り替え 
A/B 両方 T T ロードされたトラックの経過時間/残時間の表示

を切り替える 

シンク A/B 両方 S S デッキ同士のＢＰＭをシンクさせる 

シンクオフ A/B 両方 Shift + S Shift + S シンクをオフにする 

Key Lock ON/OFF 切

り替え 
A K K Key Lock の ON/OFF 切り替えて、トラックのテ

ンポを変更してもキーが変わらない設定にする B Option + K Alt + K 

パフォーマンスパッド

の保存/トリガー  
A 1〜8 1〜8 Hot Cue ポイントやループポイントを 

パフォーマンスパッドに保存する 
/パフォーマンスパッドでトリガーする B Option + 1〜8 Alt + 1〜8 

パフォーマンスパッド

への割り当ての削除 
A Shift + 1〜8 Shift + 1〜8 パフォーマンスパッドに保存した 

Hot Cue ポイントやループポイントを 
削除する B Option + Shift + 1〜8 Alt + Shift + 1〜8 

HOT CUE モード A  + K Ctrl + K パフォーマンスパッドを HOT CUE モードに変更

する B  + K Ctrl + Alt + K 

LOOP モード A  + L Ctrl + L パフォーマンスパッドを LOOP モードに変更する 

B Option + L Ctrl + Alt + L 

グリッドマーカーの設

定 
A M M グリッドマーカーを設定する 

B Option + M Alt + M 

グリッドマーカーの削

除 
A Shift + M Shift + M グリッドマーカーを削除する 

B Option + Shift + M Alt + Shift + M 
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技術仕様  
 

システム要件 
Windows Version: Windows 10 (64 bit) , Windows 11(64 bit)  

Processor: i5 2.0 GHz or faster 
Memory: 4 GB RAM or more 
Video Card: Intel HD Graphics or better 
Sound Interface: DirectX Compatible interface 
Free Space: 150 mb for application 
Note: Users of Windows 10 will need to make sure the latest 
patches are installed via Windows Update. 

Mac Version: macOS 10.14, 10.15, 11,12  
Processor: i5 2.0Ghz or faster, Apple M1  
Memory:  4 GB RAM or more 
Video Card: Intel HD Graphics or better 
Sound Interface: Internal sound card or Core Audio compatible 
interface 
Free space: 150 mb available for application 

ライブラリーサポート iTunes 10, iTunes 11, iTunes/Apple Music 12 
Serato DJ 
Traktor 
Rekordbox 

最大データベース容量 Files < 100,000 playable files 
(Recommended database size of 50,000 tracks or less for 
search speed optimization) 

Playlists < 512 playlists with 7 sub-playlist layers 

再生メディア Type SD/SDHC/SDXC card 
USB mass-storage drives (flash memory, external HDD 
enclosures) 

File Systems exFAT (recommended) 
FAT32 
APFS/HFS/HFS+ (macOS only) NTFS 
(Windows only) 

File Formats Lossless: 
WAV 16-32 bit, 44.1k – 192k AIFF 
16-32 bit, 44.1k – 192k FLAC, ALAC 

Compressed: 
MP3 32 kbit/s – 320 kbit/s + VBR/CBR M4A/AAC 
MP4 OGG Vorbis 

 
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。 
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商標・ライセンス  
 

Denon は、D&M Holdings Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 
Denon DJ 製品は、米国インディアナ州 RI 02864 の Cumberland にある inMusic Brands, Inc.,によって製造されています。 
Engine PRIME は、zplane.development によって élastiquePro V3 と[tONaRT] V2 を組み込んでいます。 
macOS、iTunes、および QuickTime は、米国およびその他の国において Apple Inc.,の登録商標です。 
Rekordbox® is は AlphaTheta 株式会社/Pioneer DJ の商標または登録商品です。 
inMusic は Pioneer DJ と提携しておらず、rekordbox®の名称の使用は Pioneer DJ の許可、スポンサー、 
その他の承認を得ていません。 
SD および SDHC/SDXC は、SD-3C, LLC の登録商標です。 
Serato、Serato DJ、および Serato のロゴは、Serato Audio Research 社の登録商標です。 
Traktor®は、Native Instruments GmbH の登録商標です。 
Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
他のすべての製品名、会社名、商標、または商号は、それぞれ所有者に帰属します。 
本製品は、ライセンスに基づくソフトウェアおよび技術を使用しています。 
詳しくは、denondj.com/product-legal をご覧ください。 
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	2. デュアルデッキ： ここをクリックすると、シングルデッキとデュアルデッキのトラックビュー構成を切り替えることができます。 
	3.　環境設定/Preference： プリファレンスウィンドウを開きます。詳しくは、操作 ＞ 設定の調整 ＞ 環境設定/Preference/プリファレンスをご覧ください。
	4.　ツールチップ： 有効にすると、各機能の上にカーソルを置くと関連情報が表示されます。
	5.　バッテリーメーター： コンピューターにバッテリーが搭載されている場合、バッテリー残量の割合を表示します。
	6.　クロック： システム時刻をコンピューターのローカライズされたフォーマットで表示します。
	7.　フルスクリーン： アプリケーションを全画面表示にします(Windowsのみ。Macの場合は、ウィンドウの左上にあるフルスクリーンボタンを使用します。)
	デッキ 

	トラックのタイトル:  読み込まれたトラックのタイトルが表示されます。
	2. アーティスト名:  アーティスト名が表示されます。
	3. デッキモード:  クリックすると、トラック情報、グリッドエディットコントロール、ループ＆ビートジャンプコントロールが表示されます。詳しくはデッキモードをご覧ください。
	4. イジェクト: デッキに読み込んでいるトラックを解除します。
	5. PreviousTrack/RestartTrack: トラックリストの前のトラックを読み込んだり、現在再生中のトラックを再スタートしたりします。
	6. Next Track(次のトラック)： トラックリストの次のトラックを読み込みます。
	7. Cue:一時停止中のトラックのキューポイントを設定します。トラックを再生中にCueを押すと、再生位置がCueポイントに戻ります。詳しくは、操作 ＞ トラックの編集 ＞ キューポイントをご覧ください。
	8. 再生/一時停止： 再生を開始、再開、または一時停止します。
	9. オーディオ波形： この大きな波形は、現在のトラックの一部分を表しています。波形はオーディオ信号の周波数を色分けして表示します。青は低周波(バス)、緑は中周波、白は高周波(トレブル)を表しています。また、現在の再生位置、キューポイント、ホットキューポイント、ループポイント、ビートグリッドが表示されます。
	波形をクリック＆ドラッグすると、トラックを "スクラッチ "して移動することができます。
	オーディオ波形の上にマウスカーソルを置くと、右側にズームイン(＋)とズームアウト(-)のボタンが表示されます。これらを押すと、両方のレイヤーのズームレベルが変わります。
	10. トラックの概要： この小さな波形は、現在のトラック全体を表しています。青は低周波、緑は中周波、白は高周波を表しており、オーディオ信号の周波数を色分けして表示しています。これには、現在の再生位置、キューポイント、ホットキューポイント、ループポイントが含まれます。
	再生中にこの概要内の場所をクリックすると、トラック内のその位置にすぐにスキップできます。その上(または下)のオーディオ波形は、新しい位置を示すように変化します。
	11. パフォーマンスパッド： これらのボタンをクリックして、ホットキューや保存されたループを設定します。あなたのパフォーマンスポイントは、自動的にトラックに保存されます。ホットキューや保存されたループの名前を変更したり、消去したり、色を変えたりするには、ポピュレーションパッドを右クリックします。
	12. Hot Cue: クリックすると、パフォーマンスパッドがホットキューに設定されます。利用可能なパッドを選択して、トラックごとに最大8つのホットキューを追加することができます。使用可能なパッドをクリックして、ホットキューをトリガーする。ホットキューの名前を変更したり、クリアしたり、色を変えたりするには、入力されたパッドを右クリックします。詳しくは、操作 ＞トラックの編集 ＞ ホットキューポイントをご覧ください。
	13. Loop: クリックすると、パフォーマンスパッドがループに設定されます。空いているパッドを一度クリックしてループインポイントを設定し、同じパッドをもう一度クリックしてループアウトポイントを設定することで、1トラックに最大8つの保存されたループを追加することができます。保存されているパッドをクリックすると、保存されているループを起動できます。ループの名前を変えたり、消去したり、色を変えたりするには、入力されているパッドを右クリックします。詳しくは、操作 ＞ トラックの編集 ＞ ループポイントをご覧ください。
	/
	14. Time カウンター:  このフィールドには、トラックの経過時間または残り時間が表示されます。フィールドをクリックすると、モードが切り替わります。
	15. 現在のTempo: このフィールドには、スピードスライダーで調整されたトラックのテンポに基づいて、現在の再生テンポが表示されます。
	16. Sync: このフィールドをクリックすると、デッキのBPMと位相が自動的に一致します。もう一度クリックすると、同期が無効になります。
	17. Lead: このフィールドをクリックすると、現在のデッキがリードテンポに割り当てられます。Syncが有効な場合、他のデッキはリードテンポに合わせます。
	18. Key: このフィールドには、読み込まれたトラックのキーが表示されます(わかっている場合)このフィールドをクリッ  クして、キーロックを有効または無効にします。キーロックを有効にすると、速度に関係なくトラックを元のキーで再生できます。キーロックが無効の場合、トラックのスピードを変更するとキーも変更されます。
	19. Speed: このフィールドには、現在の再生速度のオフセットが表示されます。フィールド内をクリック＆ドラッグすると、再生速度を調整できます。フィールド内をダブルクリックすると、スピードオフセットが0になります。
	20. Range: このフィールドには、利用可能な再生速度の最大範囲が表示されます。フィールド内をクリックすると、利用可能な範囲が切り替わります。
	21. Beat Counter: 小節の現在のビートを視覚的に確認することができます。
	22. Crossfader: デュアルレイヤーの場合、クロスフェーダーはレイヤーAとレイヤーBの音量バランスを調整します。クロスフェーダーをダブルクリックすると、レイヤーの音量バランスが均等になります。
	デッキモード 
	Track情報


	1. アルバムアート:  このフィールドには、現在のトラックのアルバムアートワークが表示されます。
	2. BPM: このフィールドには、現在のトラックのテンポがBPM値(beats per minute)で表示されます。Engine DJ は、Auto AnalyzeがOn に設定されている場合、この値を自動的に検出します(この設定については、Operation ＞ 設定の調整 ＞ 環境設定/Preference をご覧ください。)
	3. Key: このフィールドには、現在のトラックのオリジナルのキーが表示されます(既知の場合)。Auto Analyze が On に設定されている場合、Engine DJ はこの情報を自動的に検出します。詳しくは、Operation ＞ 設定の調整 ＞ 環境設定/Preference をご覧ください。
	4.　評価: このフィールドでは、トラックを1-5個の星で評価することができます。評価を削除するには、最初の星の左をクリックします。
	Grid エディットコントロール：

	1.　タップ・テンポ： タップを繰り返しテンポを手動で設定します。
	2.　メトロノーム：メトロノーム機能のON/OFFを切り替えます。
	メトロノーム音はビートマーカーを通過する度に鳴るので、正確な位置にビートグリッドを作成するのに役立ちます。また、メトロノーム音は、お好きなサウンドへ変更することができます。詳しくは、付録 ＞ メトロノーム音の変更をご覧ください。
	3.  メトロノーム音量：メトロノーム音量のLow/Medium/Highを切り替えます。
	4.  リセット： 分析した元のテンポとグリッドにリセットします。
	5.  ビートグリッドロック： ビートグリッドをロックして、ビートアンカーやBPMへの変更を防ぎます。有効にすると、すべてのグリッドエディットコントロールがグレーアウトし、ライブラリーペインのグリッド列の下にロックアイコンが表示され、トラックのビートグリッドが現在ロックされていることを示します。
	4.　BPM： 現在のトラックのテンポがBPM値として表示されます。このフィールド内をクリックし、編集することができます。
	5.　+ / - BPM： 押してBPMの調整が可能です。
	6.　/2 X2： 現在BPMを半分/2倍にしたりします。
	7.　インサートアンカー： プレイヘッドに最も近いアンカーを設定し、テンポが変動する楽曲のワープを可能にします。
	8.　ダウンビートの左右移動： 現在解析されているグリッドを基準にダウンビートを移動します。
	9.　デリートアンカー： アンカーを削除します。数拍以内の最も近いアンカーを削除します。
	10. グリッドの左/右： グリッド全体を左右に移動、またはスリップします。シフトキーを押しながらより細かく調整できます。
	ループ＆ビートジャンプコントロール：
	Auto/Jump： このオプションを選択すると、設定されたサイズのループが作成されます。
	1.　数値表示： オートループとビートジャンプの分解能を表示。
	2.　/2、X2： オートループとビートジャンプの分解能を、1/32、1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64 Beatsに設定。
	3.　Auto Loop： ループの有効化、無効化を行います。
	4.　ジャンプバック/フォワード： 設定した長さの分だけ前にジャンプします。
	ループポイントを手動設定する場合：
	1.　Loop In： クリックして、ループインポイントを設定します。
	2.　Loop Out： ループアウトのポイントを設定します。
	3.　Loop Enable(ループの有効化)： ループを有効(または無効)にする場合にクリックします。
	4.　Re-Loop： ループを開始する場合にクリックします。
	5.　/2 Loop： ループの長さを半分にします。
	6.　x2Loop： ループの長さを2倍にします。
	7.　左にシフト： クリックすると、現在のビートグリッドを基準にして、ループを1小節左に移動させる。
	8.　右にシフト： このボタンをクリックすると、現在のビートグリッドを基準にして、ループが右に1小節分移動します。
	コレクション・ペイン 

	コレクションペインでは、接続された外部ストレージドライブ上のEngineライブラリーとデータベースを参照できます。
	プレイリスト：　ミュージックライブラリー全体と、すべてのロー  カルおよび接続された外部ストレージドライブのプレイリストを表示します。プレイリストでは、トラックをカスタムカテゴリーに整理したりします。サブプレイリストに表示されているトラックは、親プレイリストにも表示されます。詳しくは、操作 ＞ プレイリストを使うをご覧ください。
	2.　ヒストリー：　すでに再生されているトラックのリストです。エンジンライブラリー履歴には、以前に使用した既再生トラックが表示され、ドライブの履歴には、選択した外部ストレージドライブに固有のトラックが表示されます。プレーヤーに読み込まれたトラックは、自動的に再生順に追加されます。
	3.　iTunes/Apple Musicライブラリー：　読み取り専用のiTunes/Apple Music Libraryを表示。Update Libraryボタンをクリックして、ライブラリーをインポートします。詳しくは、操作>ライブラリーの読み込み ＞ iTunesライブラリーをご覧ください。
	4.　Seratoライブラリー：　読み取り専用のSerato Libraryを表示。
	Update Libraryボタンをクリックして、インポートします。詳しくは、
	操作>ライブラリーの読み込み ＞ Seratoライブラリーの使用をご覧ください。。
	5.　Traktorライブラリー：　Traktor Libraryの読み取り専用バージョンを表示。Update Libraryボタンをクリックして、ライブラリーをインポートします。詳しくは、操作>ライブラリーのインポート ＞ Traktor® ライブラリーの使用をご覧ください。
	6.　Rekordboxライブラリー：　Rekordboxの読み取り専用バージョンを表示。Update Libraryボタンをクリックして、ライブラリーをインポートします。詳しくは、操作>ライブラリーの読み込み ＞ Rekordbox®ライブラリーを使用するをご覧ください。
	7.　ファイルシステムブラウザ：　接続されているすべてのドライブのファイルを参照します。互換性のあるトラックはトラックリストに表示され、コレクションまたはプレイリストにドラッグしてデータベースに追加できます。
	8.　検索：　このフィールドをクリックし、コンピュータのキーボードを使ってテキストを入力すると、トラック内を検索することができます。虫眼鏡アイコンをクリックして、検索フィールドを修正します。Xをクリックすると、検索結果が消去されます。詳しくは、操作 ＞ トラックの検索をご覧ください。
	9.　ドライブ：　ドライブパネルの表示/非表示を切り替えることができます。ドライブパネルには、接続されている外部ストレージドライブや接続されているクラウドストレージフォルダのミュージックライブラリーやプレイリストが表示されます。詳しくは、操作 ＞ 外部ストレージドライブの使用をご覧ください。
	10.　Sync Manager： Engine Libraryとコンピューターに接続された外部ストレージドライブ間でトラックやデータを同期することができます。詳しくは、操作＞Sync Managerをご覧ください。
	11.　フィルター：　フィルターの表示/非表示を切り替えることができます。
	フィルターボックス 

	5つのフィルターでは、選択したカテゴリーに属する楽曲のみを表示することができます。選べるカテゴリーは ジャンル、アーティスト、アルバム、BPM、キー、各フィルターの列では、1つまたは複数のカテゴリーを選択できます。
	フィルターの表示/非表示を切り替えるには、コレクションペインの右上にあるフィルターボタンをクリックします。
	フィルター列でカテゴリーを選択するには、そのカテゴリーをクリックします。
	 注：フィルターは、ワード検索と組み合わせて使用することができます。 
	 フィルター列で複数のカテゴリーを選択するには、Ctrl(Windows)または(macOS)を押しながら、それぞれのカテゴリーをクリックします。また、Shiftを押しながらクリックすると、現在選択されているカテゴリーからクリックしたカテゴリーまでのすべてのカテゴリーを選択することができます。
	 また、BPMとKeyのカテゴリーで、検索をより絞り込むことができます。
	 BPMレンジ：　この設定は、BPMフィルタの許容範囲を決定するもので、選択したテンポのわずかな範囲内にあるテンポのトラックを含めることができます。0、1、2、3、5、10、15のいずれかを選択できます。
	 キーの互換性/ Key Compatibility：　この設定は、キーフィルタで、同じキーのトラックのみを表示するか(Match)、和音的に互換性のあるキーのトラックを表示するか(Compatible)を決定します。
	トラックリスト 

	1. コラム: トラックリストをその列でソートするには、列の先頭をクリックします。表示する列を選択するには、列を右クリックして、次のいずれかのオプションを選択します。:
	#
	Album
	Comment
	Year
	File Type
	File Size
	Preview
	Length
	Grid
	Label
	Directory
	Start Time
	Art
	BPM
	Packed
	Composer
	Date Created
	Play Count
	Title
	Key
	Track #
	Mixartist
	Date Added
	SoundSwitch File
	Artist
	Rating
	Genre
	Filename
	Drive
	また、Shiftキーを押しながら他の列をクリックすると、1度に複数の列を選択することができます。例えば、「Artist」はアルファベット昇順に、「BPM」は降順で同時に並べ替えることも可能です。
	列の再配置は、トラックリストパネルで列をクリックして新しい位置にドラッグするか、列を右クリックして表示されるメニューで列名をクリックして新しい位置にドラッグすることで行うことができます。
	2. Trackリスト: 現在選択されている場所のすべてのトラックの情報が表示されます。トラックは列でソートされています。ウィンドウの下部には、リスト内のトラックの総数が表示されます。
	トラックの情報を編集するには、そのトラックをクリックして選択し、メタデータを編集するフィールドをクリックします。以下の列のいずれかの情報を編集することができます。
	Title
	Album
	Rating
	Track #
	Year
	Composer
	Artist
	Key
	Comment
	Genre
	Label
	Mixartist
	編集が終わったら、コンピューターのキーボードでEnterキーを押して、編集内容を保存します。
	複数のトラックの情報を編集するには、Shiftを押しながらトラックを選択し、Shiftを押したままフィールドをクリックします。Enterキーを押すと、トラックのメタデータを変更することを確認するウィンドウが表示されます。トラックをダブルクリックすると、レイヤーAに読み込まれます。
	Job Monitor: トラックの分析やプレイリストのデバイスへのパッキングなどのジョブ   が実行されている間、ジョブモニターには現在のステータスを示すプログレスバーが表示されます。プログレスバーをクリックすると、実行中のジョブやキューイングされているジョブのリストが表示され、いつでも1つまたはすべてのジョブをキャンセルすることができます。進行中のジョブやキューに入っているジョブがない場合は、プログレスバーにNo jobs runningと表示されます。
	操作 
	Engine DJを起動する 

	Engine DJ を開くには、以下の手順に従います。
	Windowsの場合： スタート(Windows アイコン)をクリックし、Engine DJと入力してクリックして選択します。
	macOSの場合： アプリケーションウィンドウでEngine DJをダブルクリックします。
	設定の調整 

	初めて Engine DJ を使用するときには、この章で説明する設定を行ってください。
	環境設定/Preference 

	ツールバーの環境設定/Preference/プリファレンスアイコンをクリックしてウィンドウを表示します。このウィンドウには、2つのPerformanceとLibraryタブがあります。それぞれのタブをクリックすると、以下のように設定が表示・編集可能です。
	Performance / パフォーマンス
	Audio：


	オーディオ再生のオプションを調整するために使用します。
	Audio Device： トラックの再生に使用する出力デバイス
	Sample Rate(サンプルレート)： サンプリング周波数
	Buffer Size(バッファサイズ)： バッファサイズ
	Output(出力)：トラックの再生に使用するオーディオチャンネル
	Playback：

	トラックの再生オプションを調整するために使用します。
	Track Start Position/トラックの開始位置： トラックが読み込まれた後、トラックの先頭をどこにするかを設定します。自動的に検出されたオーディオ信号の開始位置(Cue Position)またはファイルの実際の開始位置(Track Start)を選択します。
	Sync Mode(シンクモード)： Syncボタンを押したときに適用される同期方法を設定します。
	Bar：テンポは同期され、トラックはプライマリデッキのトラックと自動的にバーマッチされます(各バーのダウンビートが揃います)。
	Beat： テンポは同期され、トラックは自動的にプライマリデッキのトラックとビートマッチングされます。
	Tempo：テンポのみが同期されます(BPMはプライマリデッキのものと一致します)
	Cue/Loop Quantization： タイムベースの機能(ホットキューポイント、ループ、ループロール)のクオンタイズを設定します。オフ、1/8、1/4、1/2、1、4拍子を選択。
	Timeフォーマット： この設定は、ピッチ調整がトラックの時間表示に影響を与えるかどうかを決定します。Staticに設定すると、トラックの時間は通常通りトラック内の位置に対応し、ピッチを調整しても影響はありません。ダイナミックに設定すると、ピッチの変化に合わせてトラックの時間が自動的に調整されます。例えば、ピッチフェーダーを-8％に設定した場合、トラックの時間は8％長くなります。
	波形ズーム： 波形をスクロールする際のズームレベルを3秒から30秒の間で設定します。
	Library / ライブラリー
	Analysis / 解析

	トラック解析のオプションを調整します。
	Auto Analysis： この設定では、ファイルを追加する際に、Engine DJがトラック情報を自動的に解析するかどうかを決定します。トラック情報を自動的に解析する場合はOn、無効にする場合はOffを選択します。
	Key Notation： トラックキーをどのようにディスプレイに表記するかを決めます。キーは、すべてシャープ、すべてフラット、オープンキー、キャメロットのいずれかで表示できます。
	BPM Range: BPM解析のガイドラインの最小値と最大値を設定します。58–115 / 68–135 / 78–155 / 88–175 / 98–195を選択してください。
	Engine DJは以下のファイル形式に対応しています。：
	AAC/M4A、AIF/AIFF (44.1–192 kHz, 16–32-bit) 
	ALAC、FLAC、MP3 (32–320 kbps + VBR/CBR) 
	MP4、Ogg Vorbis、WAV (44.1–192 kHz, 16– 32-bit)
	重要：DRMで保護されたファイルは追加できません。
	Integration / 統合化
	オフライン編集時に使用するライブラリーを設定します。：
	iTunes Library: この設定では、iTunes/Apple Music ライブラリーのサポートをオンまたはオフにします。有効にすると、プレイリストを含むライブラリーがEngine DJで使用できるようになります。また、ライブラリーに追加されたファイルからレーティングもインポートされます。詳しくは、iTunes/Apple Music®ライブラリーを使用するをご覧ください。無効にすると、コレクションペインからiTunes/Apple Musicアイコンが消えます。必要に応じてLocation...ボタンを使用して、ライブラリーXMLファイルの場所を選択します。
	Serato Library: Seratoライブラリーのサポートを On または Off にします。有効にすると、クレート(スマートクレートを除く)を含むSeratoライブラリーをEngine DJで使用できるようになります。また、Seratoライブラリーで追加されたファイルから、Serato Cueポイント、ループ、ビートグリッドがインポートされます。詳しくは、Seratoライブラリーの使用をご覧ください。無効にすると、コレクションペインにSeratoアイコンが表示されなくなります。
	Traktor® Library: Traktorライブラリーのサポートをオンまたはオフにします。有効にすると、プレイリストを含むTraktorライブラリーをEngine DJで使用できるようになります。これにより、Traktor ライブラリーに追加されたファイルから Traktor のホットキューをインポートすることもできます。詳しくは、Traktor® ライブラリーの使用をご覧ください。無効にすると、コレクションペインに Traktor アイコンが表示されなくなります。
	Rekordbox® Library: Rekordboxライブラリーのサポートをオンまたはオフにします。有効にすると、プレイリストを含むRekordboxライブラリーをEngine DJで使用できるようになります。また、Rekordbox ライブラリーで追加されたファイルから、Rekordbox ホットキュー、メモリーループ、ビートグリッドがインポートされます。詳しくは、Rekordbox® ライブラリーの使用をご覧ください。無効にすると、コレクション ペインから Rekordbox アイコンが消えます。
	Cue/Loop Type: Rekordboxライブラリーのキュー/ループの種類をパフォーマンスパッドで決定します。メモリーキュー/ループは、各トラックに時系列で保存され、トリガーされても再生は開始されません。このため、トラック読み込み中に、ポイントを設定するのに便利です。ホットキュー/ループは、トリガーされるとすぐに再生が開始されるので、ライブパフォーマンスに適しています。
	SoundSwitchエクスポート

	これらの設定を使用して、SoundSwitch照明コントロールのエクスポート設定を行います。
	Sync Manager経由でエクスポート：Onに設定すると、Sync Managerを使用してコレクションをドライブにエクスポートする際に、Engine DJはSoundSwitch照明設定をエクスポートします。
	プロジェクトの場所：Change...ボタンをクリックして、コンピュータ上のSoundSwitchプロジェクトの場所を選択します。
	Cloudストレージ

	この設定を使用して、Engine DJのクラウドストレージ接続を設定します。：
	Dropbox：Onに設定すると、Engine DJはDropboxをクラウドストレージとして使用し、ライブラリーのバックアップやEngine OSデバイスとの同期を行い、クラウドストレージを音楽ソースとして使用します。詳しくは、クラウドストレージの使用をご覧ください。
	System / システム
	これらのツールを使用して、エンジン ライブラリーを管理します。
	Library Backup： このツールでは、エンジンライブラリーのバックアップを作成します。Backupをクリックすると、現在のライブラリーのバックアップが作成されます。バックアップ実行中は、Engine DJ を終了したり、コンピュータをシャットダウンしたりしないでください。Restoreをクリックすると、作成した最新のバックアップで上書きされます。表示されたウィンドウで、続行する場合はYesを、前のページに戻る場合はNoをクリックします。
	Library Optimization： 必要のない情報をデータベースから消去することができます。Run Cleanupをクリックして実行します。クリーンアップの実行中は、Engine DJ を閉じたり、コンピューターをシャットダウンしたりしないでください。
	Send Anonymous Usage Statistics： これにより、使用状況の統計情報を匿名で当社に随時送信するかどうかを決定し、Engine DJの使用感を向上させることができます。  
	外付けストレージドライブの使用 

	Engine OSプレーヤーで使用する外付けストレージドライブを準備するには、USBドライブまたはSDカードにEngineデータベースを作成する必要があります。また、Primeメディアプレーヤーはエンジンライブラリーのデータベース情報を参照するため、Engine DJソフトウェアによる事前解析等をしておくことでよりスムーズなパフォーマンスが可能になります。各ドライブに独立したEngineデータベースを構築することができ、複数の外付けドライブにアクセスすることもできます。
	Engine外付けストレージドライブのデータベースには、以下の機能を実現するための情報が含まれています。：
	Playlists             Loop Points             Waveform Data

	Cue Points           Beatgrid                Filter Search
	Hot Cue              Points BPM             Word Search
	外付けストレージドライブにトラックやプレイリストを追加する前に、デバイスがコンピューターに正しく接続されていることを確認してください。ドライブが接続されていると、ドライブパネルに表示されます。
	Engine DJで接続されているドライブにアクセスするには、コレクションペインでDrivesアイコンをクリックします。新しいペインが表示され、接続されているドライブが表示されます。
	ドライブにトラックを追加する方法については、トラックを追加および削除するをご覧ください。
	プレイリストをドライブに追加する方法については、プレイリストを使用するをご覧ください。
	トラック情報を再同期するには、メディアデバイスパネルのResync Track Infoボタンをクリックします。これにより、キュー、ループ、ビートグリッド、およびメタタグデータの変更がメインデータベースに再同期されます。
	ドライブの構成設定を編集するには、メディアデバイスパネルのProfile Preferencesアイコンをクリックします。詳しくは、後述の
	ユーザープロファイルをご覧ください。
	接続されたドライブを取り出すには
	1.　メディア・デバイス・パネルのEjectボタンを押します。
	2.　警告ウィンドウが表示され、ドライブを取り外す場合Ejectをクリックし、接続を維持するにはCancelをクリックします。
	ユーザープロファイル 

	ユーザープロファイルは、Engine OSプレーヤーで使用する外部ストレージドライブに保存可能な設定です。
	ユーザープロファイルの環境設定/Preferenceを編集するには、CollectionパネルのDrivesセクションにあるDrive  Preferenceアイコンをクリックします。
	ユーザー プロファイルを選択するには、ドロップダウン メニューを使用します。
	新しいユーザープロファイルを作成するには、Newボタンをクリックします。新規プロファイルの作成時に、ドロップダウンメニューでプロファイル名を変更することができます。
	現在のユーザープロファイルを複製するには、Duplicateボタンをクリックします。
	現在のユーザープロファイルを削除するには、Deleteボタンをクリックします。
	Drive Preference / ドライブの環境設定/Preference

	 Motorized Platter Start: トラックの再生開始速度を決定します。Normalに設定すると、モーターの起動速度に合わせて曲が再生されます。Instantに設定すると、曲はすぐに開始されます。
	 Track Start Position: この設定は、ロード後のトラックの開始位置を決定します。自動的に検出されたオーディオ信号の開始位置(Cue Position)、または実際のファイルの開始位置(Track Start)を選択します。
	 Default Speed Range: ピッチフェーダーの操作範囲を設定します。4％、8％、10％、20％、50％のいずれかを選択します。
	 Nudge Sensitivity: プラッターを動かすときの感度レベルをMin/Low/Mid/High/Maxから選択することができます。
	 Sync Mode: シンクボタンを押したときに適用される同期方法を設定します。
	o Bar: テンポが同期され、トラックは現在使用しているトラックと自動的にバーマッチングされます(各バーのダウンビートが揃います)
	o Beat: テンポが同期され、トラックは自動的にプライマリユニットのトラックとビートマッチングされます。
	o Tempo: テンポのみが同期されます(BPMはプライマリデッキのものと一致します)。
	 Sync Button Action(シンクボタンアクション)： Syncボタンが押されたときの動作を設定します。このモードでは、Shiftを押しながらでなくても、同期のオン/オフを切り替えることができます。
	o Toggle: Shiftキーを押したままで同期のオン/オフを切り替えることができます。
	o Shift Disable: Syncをオフにするには Shiftキー を押し続ける必要があります。
	 Pitch Control Type: ピッチベンドボタンの主な機能を決定します。ピッチベンドを選択すると、主な機能はピッチを瞬間的に下げたり上げたりすることになり、レンジを選択すると、主な機能はピッチフェーダーの範囲を調整することになります。主機能以外の機能は、Shiftを押しながらピッチベンドボタンを操作しても使用できます。
	Cues/Loops / キュー・ループ

	Cue/Loop Quantization: ホットキューポイント、ループ、ループロールといったタイムベースの機能のクオンタイズを設定します。1/8、1/4、1/2、1、4ビートを選択。
	Paused Hot Cue Behavior: 再生を一時停止したときのホットキューの動作を設定します。パッドを押している間だけホットキューが再生される場合はモーメンタリーを、パッドを押した後もホットキューが再生される場合はトリガーを選択します。
	Default Loop Size: ループのデフォルトサイズを決定します。None/1/2/4/8/16/32ビートのいずれかを選択します。
	Noneに設定すると、新しいトラックを読み込んでもオートループサイズがリセットされることはありません。
	Smart Loops: マニュアルループを設定したときに、自動的に従来の長さ(2拍子、4拍子、8拍子など)に拡大または縮小するかどうかを決めるものです。オンまたはオフを選択します。この設定は、量子化の設定とは独立して機能します。
	Saved Loop Behavior: 保存されたループの動作を決定します。Reloopに設定すると、ループが保存されているパフォーマンスパッドを押すと、ループが最初から再開されます。Disableに設定すると、ループが保存されているパフォーマンスパッドを押すと、ループが無効になります。
	Display / ディスプレイ

	Track Title: コントローラーでのトラックの表示方法を設定します。トラックのファイル名のみを表示する場合はFilenameを、トラックのID3タグを表示する場合はMetadataを選択します。
	Time Format: ピッチ調整がトラックの時間の表示に影響を与えるかどうかを決定します。Dynamicに設定すると、ピッチの変化に応じてトラックの時間が自動的に調整されます。例えば、ピッチフェーダーを-8％に設定した場合、トラックの時間は8％長くなります。スタティックに設定すると、トラックの時間は通常通りトラック内の位置に対応し、ピッチを調整しても影響はありません。
	Track End Warning: トラックの終わりが近づいていることを知らせる時間を決定します。トラック終了警告を無効にするにはOffを選択し、1秒から90秒の間で時間を選択します。
	On Air Mode: 互換性のあるEngine DJミキサーまたはコントローラーのチャンネルフェーダーが上下したときに、アクティブまたはオンエアのデッキを示すプラッターリングのイルミネーションを変更します。この設定がオンの場合、チャンネルフェーダーを上げると、プラッターの色が白から選択した色に変わります。この設定がOffの場合は、チャンネルフェーダーの位置に関わらず、ユーザーが選択した色が常に表示されます。
	Safety / セーフティ

	Lock Playing Deck: 再生中のデッキにトラックをロードするかどうかの設定です。設定がOnの場合、トラックをロードするには、デッキを一時停止する必要があります。
	Needle Lock: 再生時に、ディスプレイに表示されているトラックオーバービュー(全体波形)をクリックして、トラックのその場所にジャンプするかどうかを設定します。※再生停止中にトラックオーバービューを使用することはできます。
	Pad Lock: パッドやパッドモードボタン(Hot Cue、Loop、Roll、Slicer)を有効にするかどうかを設定します。
	Library / ライブラリー
	Key Notation： トラックのキーをどのように表示するかを設定します。キーをシャープ、すべてフラット、オープンキー、キャメロットのいずれかで表示します。
	Key Filter: キーフィルターで同じキーのトラックのみを表示するか(Match)、キーが一致するトラックを表示するか(Compatible)を決定します。
	BPM Range:  BPM分析の最小/最大のガイドラインを設定します。58～115、68～135、78～155、88～175、98～195のいずれかを選択します。
	BPM Filter Tolerance: BPMフィルターの許容範囲を設定します。選択されたテンポに近いテンポを持つトラックを検査結果に含めることができ、0、+1、+2、+3、+5、+10、+15から選択します。
	Collection Browse Behavior: ライブラリーのブラウズ動作を設定します。Selectに設定すると、プレイリストやフォルダーをタップすると選択され、ダブルタップで開くことができます。Openに設定すると、プレイリストやフォルダーをタップして開きます。
	Deck Colors / デッキカラー
	各デッキや各プレーヤーのレイヤーごとに、プラッターを囲むライトリングの色を設定できます。
	Productフィールドで、Engine DJ製品を選択します。
	選択したいデッキやプレーヤーの下にある矢印をクリックし、カラーをクリックして選択します。

	/
	この章では、Engine ライブラリーまたは外部ストレージドライブにトラック追加やトラック削除の方法について説明します。
	プレイリストへのトラックの追加および削除については、プレイリストの使用をご覧ください。
	Engine DJにトラックを追加するには、以下のいずれかの方法で行います。：
	- Explorer(Windows)またはFinder(macOS)からトラックまたはフォルダーをクリックしてトラックリストにドラッグします。この操作は、単一または複数のトラックやフォルダーに対して行うことができます。
	- コレクションペインのFile System Browserを使って、コンピューター上のファイルを検索する。ここからトラックやフォルダをクリックして、Collectionにドラッグします。
	トラックを Engine External Storage Driveに追加するには、以下の手順に従います。：
	1. コレクションペインでデバイスアイコンをクリックしてmedia devicesペインを開きます。
	2. Explorer(Windows)またはFinder(macOS)からトラックまたはフォルダをクリックしてトラックリストにドラッグし
	ます。この操作は、単一または複数のトラックやフォルダーに対して行うことができます。
	ここからトラックやフォルダーをクリックして、デバイスのCollectionにドラッグします。
	Engine DJまたは外部ストレージドライブからトラックを削除するには、以下の手順に従います。：
	1. トラックリスト上の削除したいトラックをクリックします。複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)または (macOS)を押しながらそれぞれのトラックをクリックします。Shiftを押しながら範囲選択も可能です
	2. 選択したトラック上で右クリックして、以下のいずれかを選択します。
	- Remove from Collectionは、トラックデータをデータベースから削除します。
	- Remove from Driveは、選択した外部ストレージドライブとデータベースからトラックデータとオーディオファイルを削除します。
	クラウドストレージの使用 

	コンピュータや外付けストレージドライブにファイルを保存する以外に、Engine Libraryをクラウドストレージサービスに保存/同期させることもできます。
	Engine Libraryに保存されているデータがクラウドストレージアカウントにバックアップされますので、DENON PRIMEシリーズとネットワーク接続さえあればどこからでも楽曲データにアクセスできます。
	Dropboxクラウドストレージを有効にするには、環境設定/Preference/プリファレンスを開き、ライブラリー＞クラウドストレージでDropboxをOnにします。
	Engine DJを使用しているコンピュータにDropboxがまだインストールされていない場合は、Dropboxアプリケーションをダウンロード、インストール、ログインする必要があります。https://www.dropbox.com/ja/ ※Dropbox導入に関してはサポート外になります。
	クラウドストレージドライブにアクセスするには、コレクションペインのドライブアイコンをクリックします。新しいペイン(リスト)が表示され、接続されているドライブやクラウドストレージが表示されます。
	クラウドストレージドライブにトラックを追加する方法については、トラックを追加/削除するをご覧ください。
	クラウドストレージドライブにプレイリストを追加する方法については、プレイリストを使用するをご覧ください。
	USB ドライブの設定を編集するには、メディアデバイスパネルのプロファイル環境設定/Preferenceをクリックします。詳細については、上記のユーザープロファイルをご覧ください。
	ライブラリーの読み込み 
	iTunes/Apple Musicライブラリーの使用 


	コンピュータでiTunes/Apple Music® を使用している場合、Engine Libraryのデータベースにトラックを追加することができます。ライブラリーに追加されたファイルの評価もインポートされます。
	iTunes/Apple Musicライブラリーを表示するには：
	1. 環境設定/PreferenceメニューでiTunes Library IntegrationがOnになっていることを確認します。
	詳しくは、操作 ＞ 設定の調整 ＞ 環境設定/Preferenceをご覧ください。
	2. コレクションペインのiTunes/Apple Musicアイコンをクリックします
	3. ライブラリーを更新します。ライブラリーがトラックリストに表示されます(ライブラリーが大きい場合は数分かかることがあります)
	iTunes/Apple MusicからEngine Libraryまたは外付けストレージドライブのデータベースにトラックを追加するには、次のいずれかの方法を使用します。
	- CollectionからEngine Library、またはDrivesアイコンにトラックをドラッグします。また、トラックをプレイリストやサブプレイリストに直接ドラッグすることもできます。
	- トラックを右クリックしてAdd Tracks to Collectionを選択します。複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)または(macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。また、Shiftを押しながらトラックを選ぶことで範囲指定選択も可能です。
	コレクション全体をインポートするには、コレクションペインの上部にあるCollectionを右クリックし、Import Collectionを選択します。
	iTunes/Apple Musicのプレイリストをインポート

	Engine DJでは、iTunes/Apple MusicのプレイリストをEngine DJのプレイリストとしてインポートすることもできます。
	iTunes/Apple Musicのプレイリストをインポートするには、次のいずれかの方法を使用します。
	- プレイリストを右クリックしてImport as Playlistを選択します。
	- プレイリストをコレクションペインに直接ドラッグします。
	Seratoのライブラリーを使用 

	Seratoを使用している場合は、SeratoライブラリーのトラックをEngine Libraryや外部ストレージドライブのデータベースに追加することができます。ライブラリーに追加されたファイルにはSerato Cueポイント、ループ、ビートグリッドも含まれます。
	Seratoライブラリーのトラックを表示するには：
	1.　環境設定/Preferenceで、Serato Library IntegrationがOnになっていることを確認します。詳しくは、操作 > 設定の調整 > 環境設定/Preferenceをご覧ください。
	2.　コレクションペインの Seratoアイコンをクリックします。
	3.　Update Serato Libraryをクリックします。トラックリストにSeratoライブラリーが表示されます(ライブラリーが大きい場合は数分かかることがあります)
	Serato のトラックを Engine Library または外付けストレージ ドライブのデータベースに追加するには、以下のいずれかの方法を使用します。
	- CollectionからEngine Library、またはDrivesアイコンにトラックをドラッグします。また、トラックをプレイリストやサブプレイリストに直接ドラッグすることもできます。
	- トラックを右クリックしてAdd Tracks to Collectionを選択します。複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)または(macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。また、Shiftを押しながらトラックを選ぶことで範囲指定選択も可能です。
	コレクション全体をインポートするには、コレクションペインの上部にあるCollectionを右クリックし、Import Collectionを選択します。
	Seratoのクレートをインポート

	Engine DJでは、Seratoのクレート(スマートクレートを除く)をEngine DJのプレイリストとしてインポート可能です。
	Serato クレートをインポートするには、次のいずれかの方法を使用します。
	- Serato クレートを右クリックし、Import as Playlistを選択します。
	- Serato クレートをクリックしてコレクションペインに直接ドラッグします
	Traktorのライブラリーを使用 

	Traktor®を使用している場合は、TraktorライブラリーからトラックをEngine Libraryと外部ストレージドライブのデータベースに追加することができます。ライブラリーに追加されたファイルの評価もインポートされます。
	Traktorライブラリのトラックを表示するには：
	1. TraktorライブラリがNMLファイルとしてエクスポートされているか確認します。
	2. Engine DJで、環境設定/PreferenceメニューのTraktor Library IntegrationがOn に
	設定されていることを確認します。
	詳しくは、操作 > 設定の調整 > 環境設定/Preferenceをご覧ください。
	3. コレクションペインでTraktorアイコンをクリックします。
	4. Update Traktor Libraryをクリックします。
	5. TraktorからエクスポートしたNMLファイルを探し、Openをクリックします。
	Traktorライブラリーがトラック・リストに表示されます(ライブラリのサイズ
	が大きい場合は数分かかることがあります)
	TraktorのトラックをEngine Library または外付けストレージ ドライブのデータベースに追加するには、以下のいずれかの方法を使用します。
	- CollectionからEngine Library、またはDrivesアイコンにトラックをドラッグします。また、トラックをプレイリストやサブプレイリストに直接ドラッグすることもできます。
	- トラックを右クリックしてAdd Tracks to Collectionを選択します。
	複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)または (macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。また、Shiftを押しながらトラックを選ぶことで範囲指定選択も可能です。
	コレクション全体をインポートするには、コレクションペインの上部にあるCollectionを右クリックし、Import Collectionを選択します。
	Traktorのプレイリストをインポート

	Engine DJでは、TraktorのプレイリストをEngine DJのプレイリストとしてインポート可能です。
	Traktorのプレイリストをインポートするには、次のいずれかの方法を使用します。
	- Traktorのプレイリストを右クリックし、Import as Playlistを選択します。
	- Traktorのプレイリストをクリックしてコレクションペインに直接ドラッグします。
	Rekordboxライブラリーを使用する 

	Rekordbox®を使用している場合は、RekordboxライブラリーからEngine Libraryと外部ストレージドライブのデータベースにトラックを追加できます。Rekordboxライブラリーに追加されたファイルにはRekordboxのホットキュー、メモリーループ、ビートグリッドも含まれます。
	1. Rekordboxライブラリのトラックを表示するには
	2. まず、RekordboxからライブラリをXMLファイルとしてエクスポートしていることを確認してください。
	3. Engine DJ で、Library 環境設定/PreferenceメニューのRekordbox Library IntegrationがOnに設定されていることを確認します。詳しくは、操作 ＞ 設定の調整 ＞ 環境設定/Preferenceをご覧ください。
	4. コレクションペインのRekordboxアイコンをクリックします。
	5. Update Rekordbox Libraryをクリックします。
	6. RekordboxからエクスポートしたXMLファイルを探して、Openをクリックします。Rekordboxライブラリがトラックリストに表示されます(ライブラリのサイズが大きい場合は数分かかることがあります)
	RekordboxのトラックをEngine Library または外付けストレージ ドライブのデータベースに追加するには、以下のいずれかの方法を使用します
	- CollectionからEngine Library、またはDrivesアイコンにトラックをドラッグします。また、トラックをプレイリストやサブプレイリストに直接ドラッグすることもできます。
	- トラックを右クリックしてAdd Tracks to Collectionを選択します。
	複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)または (macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。また、Shiftを押しながらトラックを選ぶことで範囲指定選択も可能です。
	コレクション全体をインポートするには、コレクションペインの上部にあるCollectionを右クリックし、Import Collectionを選択します。
	Rekordboxのプレイリストをインポート

	Engine DJでは、RekordboxのプレイリストをEngine DJのプレイリストとしてインポート可能です。
	Rekordboxのプレイリストをインポートするには、次のいずれかの方法を使用します。
	- Rekordboxのプレイリストを右クリックし、Import as Playlistを選択します。
	- Rekordboxのプレイリストをクリックしてコレクションペインに直接ドラッグします。
	シンクマネージャー 

	Sync Managerツールを使用すると、Engine Libraryと外部ストレージドライブ間でプレイリストやパフォーマンスデータを素早く同期することができます。
	Sync Managerを開くには、Engine DJ の左下にある Sync Manager ボタンを押します。
	Sync Managerウィンドウでは、コンピューターに接続されているすべてのドライブにアクセスできます。ドライブが検出されなかった場合は、ドライブを接続するように促されます。
	ドロップダウンメニューを使用して、同期したいドライブを選択します。接続されているドライブに Engine DJ Profile が含まれている場合、Profile アイコンが表示され、クリックするとドライブの Profile が表示されます。詳しくは、外部ストレージ ドライブを使用する＞ユーザー プロファイルをご覧ください。また、接続したドライブを取り出す為のイジェクトボタンも表示されます。なんらかの操作が進行中のドライブは、取り出せません。
	使用しているドライブがEngine DJかSync Managerでサポートされていない場合は、警告アイコンが表示されます。アイコンの上にマウスカーソルを置くと、詳細情報のツールが表示されます。
	ドライブへのエクスポート 

	ドライブを選択したら、Sync Manager を使用してPRIMEシリーズで使えるようにUSBドライブに音楽をエクスポートすることができます。コレクションペインを使用して、Engine DJ ホーム コレクションおよび接続されているすべての外部ストレージ ドライブのプレイリストを参照し、プレイリスト名の横にあるボックスをチェックして選択します。トップレベルのフォルダーを選択すると、すべてのサブフォルダーが選択されます。
	選択したプレイリストの総ファイルサイズは、コレクションビューの下部にドライブの容量表示とともに表示されます。接続されているドライブの容量を超えるファイルを選択した場合は、容量バーが赤くなります。容量内に収まるようにプレイリストの選択を解除してください。.
	外部ストレージ ドライブに追加したいものを選択したら、コレクションペインの下部にあるExport to Driveボタンをクリックします。選択したファイルと関連する Engine DJ データがドライブにコピーされます。エクスポートにかかる時間はプログレス バーに表示されます。
	進行中のエクスポートをキャンセルするには、Cancelをクリックします。エクスポートするファイルが残っている場合はキャンセルされますが、すでにエクスポートされたファイルは削除されるまでデバイス上に残ります。
	ドライブにすでにEngine DJからエクスポートしたプレイリストが入っている場合は、別のプレイリストを選択してデバイスに追加したり、不要なファイルを削除することができます。
	外部ストレージ ドライブに追加または外部ストレージ ドライブから削除するプレイリストを選択します。
	コレクションペイン内でプレイリストの選択を解除すると、エクスポート時に未選択トラックが外部ストレージドライブから削除されることを警告するポップアップが表示されます。
	あるプレイリスト(仮にAとします。)から削除されたファイルが、外部ストレージドライブに残っている別のプレイリスト(B)に表示されている場合、そのファイルはドライブに残ります。OKをクリックして続行します。
	変更が完了したら、Export to Drive.をクリックします。
	Engineとの同期 

	Sync Managerを使用して、Engine OSプレーヤーから作成されたファイルのメタデータ変更を、Engine DJホームコレクションに同期することもできます。
	ドライブが接続され、Sync Manager で選択されている状態で、Sync to Engine ボタンをクリックします。Sync Manager は、Engine DJ ホームコレクションの以下のトラックのメタデータを更新します。：
	Cue Points
	Loop Points
	Waveform Data BPM
	Hot Cue Points
	Beatgrids
	Star Rating Key
	操作が完了するか、または同期しても更新する新しい情報がない場合は、Sync Metadataボタンは無効になります。
	同期操作をキャンセルするには、Cancelをクリックします。この場合、Engine DJ との同期/更新はされません。
	楽曲の検索 

	フィルターを使って曲を検索するには：
	1.　 コレクションパネルで、検索したい場所をクリックします。PlaylistsかDrivesをクリックします。トラックリストには、その場所にあるすべてのトラックが表示されます。
	2. コレクションペインで、Engine DJ または外部ストレージ ドライブのコレクションからプレイリスト,
	3. またはサブプレイリストを選択します。トラック リストには、その場所にあるすべてのトラックが表示されます。
	3.　フィルター列の下で、表示したいトラックのカテゴリをクリックします。Genre、Artist、Album、BPM、Keyをクリックします。そのカテゴリーのトラックだけがトラックリストに表示されます。
	フィルター列で複数のカテゴリーを選択するには、Ctrl(Windows)または(macOS)を押しながら、それぞれのカテゴリーをクリックします。
	また、Shiftを押しながらクリックすると、現在選択されているものからクリックしたものまでのすべてのカテゴリーを選択することができます。
	単語でトラックを検索するには：
	1.　コレクションペインで、検索したい場所をクリックします。Playlists、iTunes/Apple Music Library、Serato Library、Traktor Library、Rekordbox Library、File System Browser、Drivesのいずれかをクリックします。
	トラックリストには、その場所にあるすべてのトラックが表示されます。
	2.　単語検索フィールドをクリックし、コンピュータのキーボードを使ってフィールドにテキストを入力します。そのテキストを含むすべてのトラックが、トラックリストに表示されます。
	検索時に参照できる情報は以下のとおりです。
	Search All
	Album
	Key
	Genre
	Composer
	File Type
	Title
	Length
	Comment
	Year
	Mixartist
	Date Created
	Artist
	BPM
	Track #
	Label
	Filename
	Date Added
	複数の単語を検索する場合は、各単語の間にスペースを入力します。すべての単語を含むトラックがトラックリストに表示されます。
	入力した単語を含むトラックを特定のカテゴリー内でのみ表示するには、虫眼鏡のアイコンをクリックしてカテゴリーを選択し、単語検索フィールドにテキストを入力します。
	検索フィールドをクリアするには、Xをクリックします。
	プレイリストの使用 

	ライブラリ内のトラックを管理し、プレイリストに分類することで、順序立てたセットにまとめることができます。プレイリストは、その中のトラックだけでなく、その下のサブプレイリストのトラックも参照します。サブプレイリストは同一階層に複数作成できます。
	プレイリストの作成 

	プレイリストを作成するには、以下のいずれかの方法で行います。：
	- Collectionの横にあるプラス(+)アイコンをクリックするか、コンピューターのキーボードでCtrl+N(Windows)、+N(macOS)を押して、新しいプレイリストを追加します。
	- Collectionを右クリックし、表示されるメニューでCreate Playlistを選択します。
	- トラックのフォルダをクリックして、Collectionの上にドラッグします。
	サブプレイリストを作成するには、以下のいずれかの方法で行います。：
	- プレイリストの上にマウスを置いて、プラス(+)のアイコンをクリックします。destinationプレイリストの下にサブプレイリストが作成されます。
	- destinationプレイリストを右クリックし、表示されるメニューからCreate Playlistを選択します。
	- destinationプレイリストにトラックのフォルダをドラッグします。
	プレイリストへのトラックの追加・削除 

	プレイリストやサブプレイリストにトラックを追加するには、トラックリスト内のトラックをクリックして、移動先のプレイリストやサブプレイリストにドラッグします。トラックには、プレイリストに追加された順番に自動的に番号が付与されます。各プレイリストには最大1,000曲まで追加できます。
	プレイリストが再生順(#)でソートされている場合、トラックをドラッグして指定した順番に並べ替え可能です。
	プレイリストやサブプレイリストからトラックを削除するには、トラックリストでトラックを右クリックし、表示されるメニューでRemove From Playlistを選択します。Engine Libraryコレクションのプレイリストからトラックを削除すると、接続されているすべての外部ストレージ ドライブの同じプレイリストからも削除されます。
	複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows) 、または(macOS) を押しながらそれぞれのトラックをクリックします。また、Shiftを押しながらだと、選択範囲内のすべてのトラックを選択することができます。
	プレイリストの移動と編集 

	プレイリストをUSBドライブに追加するには、コレクションペインではなく、ドライブペインのストレージドライブ内のCollectionにプレイリストをドラッグします。
	プレイリストの曲順を変更するには：
	1. プレイリストをクリックして選択します。
	2. プレイリストが # 列でソートされていることを確認します。
	3. トラックリスト内のトラックまたはトラックグループを希望のトラック順にドラッグします。
	また、プレイリストを列でソートしている場合は、トラックを右クリックしてRe-number track orderを選択することで、現在の順番に合わせてプレイリストを更新することができます。
	コレクションまたはプレイリストフォルダ内のプレイリストを並べ替えるには、プレイリストをクリックして目的の場所にドラッグします。
	プレイリストの名前を変更するには、目的のプレイリストをダブルクリックするか、プレイリストを右クリックしてRenameを選択します。変更を適用するには、Enterキーを押すか、フィールドの外側をクリックします。
	プレイリストの削除 

	プレイリストをコレクションから削除するには、プレイリストを右クリックしてRemoveを選択します。エンジン ライブラリーコレクションからプレイリストを削除すると、接続されているすべての外部ストレージ ドライブからプレイリストが削除されます。外部ストレージ ドライブからプレイリストを削除すると、そのドライブからのみ削除されます。
	プレイリストのエクスポート 

	プレイリストやプレイリストフォルダーをエクスポートするには、プレイリストを右クリックしてExportを選択します。プレイリストは、CSVファイル、M3Uファイル、JSONファイルとしてエクスポートできます。
	トラックの編集 

	Engine DJを使用して、キューポイント、ホットキューポイント、ループポイント、ビートグリッドを設定し、将来的にプレーヤーでDJをする際に使用することができます。
	To prepare a track to edit, in the track list, double-click the track you want to edit, or click and drag it onto the waveform or editing controls above. The track will load, where you can play and/or edit it. Its waveform will appear, and its beatgrid will appear on the waveform.
	トラックリストから編集したいトラックをクリックして上のエディットコントロールにドラッグ/ロードすることで再生や編集ができるようになります。また、トラック波形上にはビートグリッドが表示されます。上図参照
	前のトラックや次のトラックにスキップするには、Previous TrackまたはNext Trackを押します。
	トラック内の位置を確認するには、次のいずれかの方法を使用します。：
	- オーディオ波形をクリック＆ドラッグして、トラックを左右移動する。
	- トラックの概要(全体波形)をクリックして、オーディオ波形のその位置にジャンプする。
	- コンピューターのキーボードで Ctrl+ →  または Ctrl+ ←(Windows) または + → または + ←(macOS) を押すと、現在のビートジャンプの解像度に基づいてトラック内を移動します。
	トラックの概要(全体波形)とオーディオ波形には、次のような情報が表示されます。：
	- 波形の色分けは、オーディオ信号の周波数を示しています。
	青は低周波(低音)を表し、緑は中周波(中音)を表し、白は高周波数(高音)を表します。
	- 再生位置(現在のトラック位置)は、白い線です。
	- ビートグリッドとは、オーディオ波形のみに表示されるラインのことです。詳しくは、ビートグリッドをご覧ください。
	●すべての小節の最初のビートは赤でマークされています。それ以外のビートはグレーで表示されます。
	●アンカーツールで調整されたビートは、黄色で表示されます。
	- キューポイントは、白い三角形です。詳しくは、キューポイントをご覧ください。
	- ホットキューポイントは、パフォーマンスパッドに応じて色が変わる三角形で黄色やオレンジ色、または紫色だったりします。詳しくは、ホットキューポイントをご覧ください。
	- ループポイントは白い線で、線と線の間には範囲指定のグラデーションがあります。アクティブループの範囲にはストライプ模様が表示されます。セーブドループポイントの色は、パフォーマンスパッドによって異なります。詳しくは、ループポイントをご覧ください。
	/
	ビートグリッドを編集するには、鉛筆アイコンをタップして、グリッドエディットコントロールを開きます。

	ビートの位置を調整するには：
	- Downbeat Left/Rightボタンを使って、分析されているグリッドに基づいてビートを移動します。
	- Shift Left/Rightボタンを使うと、グリッド全体を左右にスリップさせることができます。
	- Insert Anchorボタンで、再生位置に最も近いビートが移動します。他のすべてのビートもそれに応じて移動します。これにより、テンポが変動するトラックに柔軟なビートグリッドを作成することができます。
	- Delete Anchorボタンで、最も近いアンカーを削除することができます。
	テンポを調整するには：
	- Tap Tempoボタンを使って、手動でタップの繰り返しに応じたテンポを設定します。
	- BPMボタンを使って、BPMを増減させることができます。
	- /2、2Xボタンで現在のBPMを半分、2倍にします。
	ビートグリッドをロックして編集できないようにするには、鍵アイコンをクリックします。ロックされると、グリッドエディットコントロールはグレーアウトされ、ライブラリペインのグリッド列の下にロックアイコンが表示されます。　
	メトロノーム音はビートマーカーを通過する度に鳴るので、正確な位置にビートグリッドを作成するのに役立ちます。メトロノームをONにするには、トラック名の下にあるメトロノームボタンを押します（右上の図をご覧ください）。
	メトロノーム音量は、Low/Medium/Highの間で切り替えることができます。
	キューポイントを設定するには、一時停止中に任意の場所でCueを
	クリックします。これで、キューをクリックすると、その地点から再生が
	始まります。
	ホットキューポイント 

	ホットキューポイントを設定するには、まず、パフォーマンスパッドがホットキューに設定されていることを確認します。次に、以下のいずれかの操作を行います。
	- 任意の位置で(PRIMEハードウェアの場合)パフォーマンスパッド(1-8)をクリックする。
	- 任意の位置でパソコンのキーボードの数字キー(1-8)を押す。
	(PRIMEハードウェアの場合)ホットキューのパフォーマンスパッド(1-8)をクリックすると、設定ポイントから再生開始します。
	ホットキューポイントの名前を変更するには、ホットキューパフォーマンスパッド(1-8)を右クリックし、キーボードで新しい名前を入力します。
	ホットキューポイントの色を変更するには、ホットキューパフォーマンスパッド(1-8)を右クリックし、希望の色を選択します。
	ホットキューポイントを削除するには、以下のいずれかの操作を行います。
	- ホットキューのパフォーマンスパッド(1-8)を右クリックし、Clearをクリックします。
	- Shift を押しながら、ホットキューのパフォーマンスパッド(1-8)を左クリックする。
	- Shiftを押しながら、パソコンのキーボードの対応する数字キー(1-8)を押す。
	ループポイント 

	ループポイントを設定する(ループを作る)には、まずパフォーマンスパッドがループに設定されていることを確認します。次に、以下のいずれかの操作を行います。
	- ループを開始したい場所で(PRIMEハードウェアの場合) パフォーマンスパッド(1-8)を押します。今度はループの終点を設定します。任意の場所で先程押した番号以外のパフォーマンスパッドを押すと、すぐにループ再生が始まります。
	- ループを開始したい場所で、パソコンのキーボードの対応する数字キー(1-8)を押します。今度はループを終了させたい場所で、先程押した番号以外のキーをもう一度押すと、すぐにループ再生が始まります。
	ループポイントを手動で設定するには、鉛筆アイコン下のループマークアイコンを押してループ＆ビートジャンプコントロールデッキモードに切り替えてManualを選択します。
	ループポイントを設定するには：
	i.　ループを開始したい場所で(Loop) Inをクリックします。
	ii. ループを終了したい場所で(Loop) Outをクリックします。すぐにループ再生が始まります。
	- ループを倍の長さにするにはX2 をクリックします。クリックするたびにループの長さが2倍になります(例：元の長さの2倍、4倍、8倍...、そして16倍)
	- ループを半分に、短くするには/2をクリックします。クリックするたびにループの長さが半分になります。(例：元の長さの1/2、1/4、1/8...、1/16)
	- ループ全体を移動させるには、左右矢印 < または> をクリックします。
	- ループを再生するには、Reloop左隣のLoop Enableをクリックします。ループ再生が始まり、開始点から終了点の間を繰り返し再生するようになります。再度 Loop Enable をクリックすると、ループが解除され通常再生に切り替わります。
	- ループを再開するには、再生がアクティブな状態でReLoopをクリックします。ループは開始点に戻ります。
	注：マニュアルループが有効な場合、Loopモードでパフォーマンスパッドをクリックすると、そのスロットにマニュアルループが保存されます。
	オートループを設定するには、ループ＆ビートジャンプコントロールのデッキモードで、Auto/Jumpを選択します。
	ループポイントを設定するには、任意の場所で［ループ］をクリックします。BPMに応じて自動的にループポイントが設定され、すぐにループ再生が開始されます。
	- ループを倍の長さにするには、X2 をクリックします。クリックするたびにループの長さが2倍になります(例：元の長さの2倍、4倍、8倍...、そして16倍)
	- ループを半分に、短くするには、/2をクリックします。クリックするたびにループの長さが半分になります。(例：元の長さの1/2、1/4、1/8...、1/16)
	- ループを再生を止めるには、Auto Loopをクリックすると、ループが解除され通常再生に切り替わります。
	アクティブループを作成するには、セーブドループがアサインされたパッドを右クリックし、「Active Loop」を選択します。アクティブループは、ループポイントに到達すると自動的にループ再生を開始します。 アクティブループがオンになると、右図のように「A」と表示され、アクティブループの範囲はストライプ模様が表示されます。
	ループの名前を変更するには、ループパフォーマンスパッド(1-8)を右クリックして、キーボードで新しい名前を入力します。
	ループの色を変更するには、ループパフォーマンスパッド(1-8)を右クリックして、目的の色を選択します。
	ループポイントを削除するには、以下のいずれかの操作を行います。：
	- ループ・パフォーマンス・パッド(1-8)を右クリックして、Clearをクリックする。
	- Shiftキーを押しながら、ループパフォーマンスパッド(1-8)を左クリックする。
	- Shiftキーを押しながら、パソコンのキーボードで対応する数字キー(1-8)を押す。
	/
	ID3タグはトラックのメタデータで、タイトル、アーティスト、アルバム、トラックナンバーなど、ファイル自体に格納されているトラックに関する情報です。これらのID3タグは、Engine DJ内で更新・編集することができます。
	トラックの情報を更新するには：
	1.  トラックリストで、タグを更新したいトラックをクリックします。
	2.  編集したいフィールドの内側をクリックします。以下のフィールドを編集できます。
	Title
	Album
	Comment
	Genre
	Label
	Mixartist
	Artist
	Key
	Track #
	Year
	Composer
	トラックのID3タグをEngine DJ以外で編集した場合は、トラックを右クリックしてRe-import track informationを選択することで更新できます。
	Engine DJがトラックを分析する際には、トラックの波形データ、BPM値、ビートグリッドデータを検出または処理します。また、Engine DJ、Rekordbox、Serato DJで作成されたトラック内のキューポイント、ホットキューポイント、ループポイントも検出します。
	変更したトラックのBPM値やビートグリッドを後で元の値や位置に戻したい場合、トラックの再解析することができます。トラックを再解析すると、ファイルに設定されているID3タグに関わらず、常に最新のEngine DJ BPM検出解析が使用されます。
	トラックを再解析：
	1.　再解析したいトラックをクリックします。複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)または(macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。また、Shiftを押しながらクリックすると、現在選択されているトラックからクリックしたトラックまでのすべてのトラックが選択されます。
	2.　トラックを右クリックして、表示されるメニューからRe-analyze Tracksを選択します。
	 注意：ロックが有効な場合、トラック分析はビートグリッドを更新しません。 
	トラック/楽曲ファイルの場所を表示する 

	コンピューターや接続した外部ストレージドライブ上のトラックの場所をすぐに開くことができます。これは、ファイル自体の名前を変更したり、移動したりしたい場合に便利です。
	コンピューターや外部ストレージドライブにあるトラックの場所を確認するには：
	1.　トラットラックリストで、位置を特定したいトラックをクリックします。複数のトラックを選択するには、Ctrl(Windows)もしくは(macOS)を押しながら、それぞれのトラックをクリックします。また、Shiftキーを押しながらクリックすると、範囲選択が可能です。
	2.　トラックを右クリックし、メニュー > Show in Explorer(Windows) / Show in Finder(macOS)を選択します。
	付録 
	トラブルシューティング 

	問題点
	解決法
	Engine Primeにトラックを追加することができない。
	・Windowsの場合、 インストールされているApple® QuickTime®が最新バージョンにアップデートされていることをご確認ください。インストールされていない場合は、apple.com/quicktimeからApple® QuickTime®の最新バージョンをダウンロードしてインストールしてください。
	・追加するトラックが、Engine Primeが対応する音楽ファイル形式か今一度ご確認ください。詳しくは操作 ＞ 設定 ＞プリファレンス > Libararyタブをご覧ください。
	・アートワークのサイズが1MBを越えるトラックは追加することができません。
	トラックの編集中、再生するオーディオに
	ノイズが入ってしまう。
	・オーディオ再生の設定が正しく行われているか今一度ご確認ください。詳しくは操作 ＞ 設定 ＞プリファレンス ＞ Performanceタブをご覧ください。
	・Buffer Sizeの設定メニューで、より大きいバッファサイズをお試しください。詳しくは操作 ＞ 設定 ＞プリファレンス ＞ Performanceタブをご覧ください。
	・Engine Primeがトラック解析中の場合、解析が完了するまでトラックの編集を行わない方が良いでしょう。解析中は、Engine Primeの動作が若干遅くなります。
	Engine PrimeターゲットのファイルをUSBメモリにコピーすることができない。
	・USBメモリに十分な空き容量があることを確認してください。コピーしたいファイルの総容量以上の空き容量が必要です。
	Engine PrimeターゲットやUSBメモリのファイルをデバイスで再生できない。
	・ご使用のデバイスがUSBメモリのファイル形式と容量に対応しているか、今一度ご確認ください。
	メトロノーム音の変更 
	メトローム音は、以下の方法でお手持ちのサウンドファイルに差し替えることができます。
	1. お使いのコンピューターで、以下のフォルダに移動します。
	 macOSの場合: Users/<ここにユーザーネームが入ります>/Library/Application Support/AIR Music Technology/EnginePrime/Media
	 Windowsの場合: C:\Users\<ここにユーザーネームが入ります>\AppData\Local\AIR Music Technology\EnginePrime\Media
	注意：上記のフォルダは、通常、非表示になっており、見つけにくい場合があります。隠しフォルダーの非表示を解除するには、必要に応じてご使用のコンピューターの説明書などをご覧ください。
	2. フォルダの中には、metronome.wavとmetronome_downbeat.wavという2つのファイルが入っています。
	3. ユーザーメトロノーム音としてご使用になりたいサウンドのwaveファイルにmetronome.wavもしくはmetronome_downbeat.wavという名前を付け、上記のフォルダ内に戻します。 
	4. Engine DJを再起動すると、メトロノームにユーザーサウンドがアサインされている状態になります。 
	通常のメトロノーム音に戻すには、ユーザーサウンドのwaveファイルを両方削除し、Engine DJを再起動してください。デフォルトのサウンドファイルが上記のフォルダに戻り、通常のメトロノーム音が再生されます。
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	技術仕様 
	システム要件
	Windows Version: Windows 10 (64 bit) , Windows 11(64 bit) 
	Processor: i5 2.0 GHz or faster
	Memory: 4 GB RAM or more
	Video Card: Intel HD Graphics or better
	Sound Interface: DirectX Compatible interface
	Free Space: 150 mb for application
	Note: Users of Windows 10 will need to make sure the latest patches are installed via Windows Update.
	Mac Version: macOS 10.14, 10.15, 11,12 
	Processor: i5 2.0Ghz or faster, Apple M1 
	Memory:  4 GB RAM or more
	Video Card: Intel HD Graphics or better
	Sound Interface: Internal sound card or Core Audio compatible interface
	Free space: 150 mb available for application
	ライブラリーサポート iTunes 10, iTunes 11, iTunes/Apple Music 12 Serato DJ
	Traktor Rekordbox
	最大データベース容量
	Files < 100,000 playable files
	(Recommended database size of 50,000 tracks or less for search speed optimization)
	Playlists < 512 playlists with 7 sub-playlist layers
	再生メディア
	Type SD/SDHC/SDXC card
	USB mass-storage drives (flash memory, external HDD enclosures)
	File Systems exFAT (recommended)
	FAT32
	APFS/HFS/HFS+ (macOS only) NTFS (Windows only)
	File Formats Lossless:
	WAV 16-32 bit, 44.1k – 192k AIFF 16-32 bit, 44.1k – 192k FLAC, ALAC
	Compressed:
	MP3 32 kbit/s – 320 kbit/s + VBR/CBR M4A/AAC MP4 OGG Vorbis
	※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
	商標・ライセンス 

	Denonは、D&M Holdings Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
	Denon DJ製品は、米国インディアナ州RI 02864のCumberlandにあるinMusic Brands, Inc.,によって製造されています。
	Engine PRIMEは、zplane.developmentによってélastiquePro V3と[tONaRT] V2を組み込んでいます。
	macOS、iTunes、およびQuickTimeは、米国およびその他の国においてApple Inc.,の登録商標です。
	Rekordbox® isはAlphaTheta株式会社/Pioneer DJの商標または登録商品です。
	inMusicはPioneer DJと提携しておらず、rekordbox®の名称の使用はPioneer DJの許可、スポンサー、
	その他の承認を得ていません。
	SDおよびSDHC/SDXCは、SD-3C, LLCの登録商標です。
	Serato、Serato DJ、およびSeratoのロゴは、Serato Audio Research社の登録商標です。
	Traktor®は、Native Instruments GmbHの登録商標です。
	Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
	他のすべての製品名、会社名、商標、または商号は、それぞれ所有者に帰属します。
	本製品は、ライセンスに基づくソフトウェアおよび技術を使用しています。
	詳しくは、denondj.com/product-legalをご覧ください。
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