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はじめに 
 
Engine Prime をダウンロードしていただきありがとうございます。Denon DJ では、パフォーマンスを最
高のものにすることを念頭にソフトウェアを設計しています。 

サポート 
 
製品の最新情報システム要件、互換性など、および操作方法や修理などにつきましては、DENON DJ のホー
ムページ(inmusicbrands.jp/denon_dj/)をご覧ください。 
また、サポートについては、サポートページ（inmusicbrands.jp/denon_dj/support）をご覧ください。 

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

2. 画面上の指示に従います。  
重要：Engine Prime v1.1 以降は、Engine Prime v1.0 との下位互換性はありません。v1.0 に戻すと、望
ましくない動作やコレクションの整合性が失われる可能性があります。アップグレードする前に、安全のた
めにMusic/Engine Library フォルダのバックアップを取ることをお勧めします。  
  

Engine Prime について 
 
Engine Prime ライブラリー vs. Engine Prime ターゲット 
 
Engine ライブラリーは、Engine Prime で使用するすべてのトラックが含まれているコンピュータ上のデ
ータベースを参照します。内蔵ハードディスクや USB 接続された外付けハードディスク、コンピューター
に接続された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。また、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。検索スピードの最適化を考慮しても、データベー
スには最大 50,000トラックを追加することができます。 
 
Engine Prime ターゲットは、プレーヤーに接続されている USB ハードディスクやフラッシュドライブ上
のデータベースを参照します。Engine Prime ライブラリーからは、 Engine Prime ターゲットにトラック
を追加することができます。お使いの Engine 互換の DJ プレーヤーは、Engine Prime ターゲット・データ
ベースを使用して音楽を検索します。各 USBメモリには、独立した Engine Prime ターゲット・データベ
ースを持つことができますので、複数の USBメモリを接続した場合、複数のEngine Prime ターゲットに
アクセスして使用することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engine Prime ライブラリー 

Engine Prime ターゲット 準備 

パフォーマンス 

Engine Prime デバイス 

Engine Prime ターゲット 

Engine Prime ターゲット 

Engine Prime ターゲット 
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概要 
 
この項目ではツールバー、デッキ、コレクションパネル、フィルターボックス、 
トラックリストなど、Engine Prime ソフトウェアのメインウィンドウについて説明します。  
 
 

 
 
 
 
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. クロック：ご使用のコンピュータの設定に従い、現在時刻を表示します。 

2. DUAL LAYER ボタン：このボタンをクリックして、デュアルレイヤー表示のON/OFF を切り替えます。 

3. バッテリー残量：コンピュータのバッテリー残量を表示します。 

4. Preferences：プリファレンス（環境設定）メニューを開きます。詳しくは操作 > 設定 > プリファレン
スをご参照ください。 

5. Tooltips：この機能をONにすると、カーソルを合わせた機能の詳細が表示されます（英語）。 

6. フルスクリーンボタン：Windows のみ表示されるフルスクリーン表示ボタンです。Macをご使用の場
合は、メインウィンドウ左上の緑色のボタンクリックでウィンドウがフルスクリーン表示されます。 

Deck 

で 

Filter Boxes 

トラックリスト Collection Pane 

ツールバー 

1 2 3 4 5 6 

フィルターボックス 

デッキ 

コレクションパネル 
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デッキ 
 

 
 
1. トラック名：ロードされたトラックの名前が表示されます。 

2. アーティスト名：トラックのアーティスト名が表示されます。  

3. デッキモード：各アイコンをクリックすると、トラック詳
細、グリッドエディター、ループ&ビートジャンプエディ
ターにアクセスできます。詳しくは、デッキモードをご参照
ください。 

4. イジェクトボタン：デッキからトラックを取り出します。 

5. Previous/Restart Track ボタン：トラックリストの1つ
前のトラックをロードするか、再生中のトラックを再生開始
位置まで巻き戻すボタンです。 

6. Next Track ボタン：トラックリストの1つ次のトラックを
ロードするボタンです。 

7. Cue ボタン：一時停止中のトラックのCueポイントを設定
します。トラックが再生中の場合、Cueを押すと再生位置が
Cueポイントに戻ります。 

8. Play/Pause ボタン：トラックの再生/再開/一時停止を行い
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を表して
います。 
オーディオ波形を前後にドラッグするとスクラッチすること
ができます。 
オーディオ波形にカーソルを合わせると、波形表示の右側に（+/-）ボタンが表示されます。 
これらボタンのいずれかをクリックすると、オーディオ波形のズームレベルを調整することができます。 

10. トラックオーバービュー：この小さい波形は現在のトラックの全体を表します。 
オーディオ波形/トラックオーバービューの波形は、オーディオ信号の周波数成分によって以下の通り
色分けされて表示されます。 
青色の部分は低音域（ベース）を示しています。 
緑色の部分は中音域を示しています。 
白色部分は高音域（トレブル）を示しています。 

オーディオ波形/トラックオーバービューの波形は現在の再生位置を示しており、Cue ポイント、ホッ
ト Cue ポイント、ループポイントと、ビート・ポイントも表示されます。 
トラック再生中もしくは停止中にオーバービュー波形内の任意の位置をクリックすると、トラック内の
その位置にすぐにジャンプすることができます。この際、再生ヘッドはオーディオ波形/トラックオーバ
ービューの波形上の両方で同じ位置にジャンプします。 
 

1 

2 

3 

5 6 

7 

8 

10 

11 

4 

9 



 

 
7 

 

 

11. パフォーマンスパッド：トラック再生中もしくは停止中にこれら8つのパッドのいずれかをクリックす
ると、現在の再生ヘッドの位置がHot Cue やセーブドループとしてアサインされ、トラックに保存され
ます。任意のパッドを右クリックすると、名前の変更、アサインの解除、パッドカラーの変更が行えま
す。 

 

12. HOT CUE モードボタン：パフォーマンスパッドをHOT CUEモードにするには、こ
のボタンをクリックします。１つのトラックには最大8つのHot Cue をアサインする
ことができます。トラック再生中もしくは停止中に空のパフォーマンスパッドをクリ
ックすると現在の再生ヘッドの位置がHot Cue としてアサインされ、再度同じパッド
をクリックするとそのHot Cue をトリガーすることができます。アサイン済のパッド
を右クリックすると、名前の変更、アサインの解除、パッドカラーの変更が行えます。
アサインの解除は、Shift キーを押しながらパッドをクリックすることでも行えます。
詳しくは、操作 > トラックの編集 > ホット Cue ポイントをご参照ください。 

13. LOOP モードボタン：パフォーマンスパッドをループモードにするには、このボタン
をクリックします。１つのトラックには最大8つのループをアサインすることができます。トラック再
生中もしくは停止中に空のパフォーマンスパッドをクリックすると現在の再生ヘッドの位置がループの
スタートポイントとして、再度同じパッドをクリックすると再生ヘッドの位置がループのエンドポイン
トとしてアサインされます。ループがアサインされたパッドをクリックすると、そのループをトリガー
することができます。アサイン済のパッドを右クリックすると、名前の変更、アサインの解除、パッド
カラーの変更が行えます。アサインの解除は、Shift キーを押しながらパッドをクリックすることでも行
えます。詳しくは、操作 > トラックの編集 > ループポイントをご参照ください。 

14. タイムカウンター：再生中および停止中トラックの「経過時間」もしくは「残り時間」が表示されます。 
このカウンターをクリックすると、経過時間と残り時間の表示切り替えをすることができます。 

15. Sync モードボタン：このボタンをクリックすると、デッキのBPMがもう一方のデッキのBPMにシン
クします。 

16. BPM：現在のトラックのテンポが、BPM値（Beats Per Minute）として表示されます。後述の
SPEEDフィールドをクリックしながらドラッグすると、テンポを調節することができます。 

17. KEY：ロードされたトラックのキーを表示します（キーが解析済の場合）。このフィールドをクリック
すると、Key Lock の ON/OFFを切り替えることができます。Key Lock を ONにすると、トラックの
テンポ（BPM/スピード）を変更してもキーは変わりません。 

18. SPEED：このフィールドには、現在の再生スピードのオフセットが表示されます。このフィールドをク
リックしながらドラッグすると、テンポを調節することができます。また、このフィールドをダブルク
リックするとスピードオフセットが0になり、トラックのテンポが元のテンポに戻ります。 

19. RANGE：ピッチレンジ（ピッチの可変幅）を表示するフィールドです。クリックするとピッチレンジを
変更することができます。 

20. ビートカウンター：再生中のトラックの１小節内の拍の位置を目視することができます。 

21. クロスフェーダー：デュアルレイヤー再生中、レイヤーA/Bのトラック間の音量のバランスを調節でき
るフェーダーです。ダブルクリックすると、フェーダーは真ん中の位置に戻ります。 
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デッキモード 
 
トラックの情報 
 
1. アルバムアート：ロードされたトラックのアルバムアートが表
示されます。 

2. BPM：現在のトラックのテンポが、BPM値（Beats Per 
Minute）として表示されます。Auto Analyze を On に設定し
ておくと、トラックのテンポはEngine Prime によって自動解
析されます。詳しくは、操作 > 設定 > プリファレンスをご参
照ください。 

3. KEY：ロードされたトラックのキーを表示します（キーが解析済の場合）。Auto Analyze を On に設定
しておくと、トラックのキーはEngine Prime によって自動解析されます。詳しくは、操作 > 設定 > プ
リファレンスをご参照ください。 

4. 評価：クリックすると、お気に入りの曲などに1～5までの星の数で評価を付け、識別しやすくすること
ができます。 評価した星の数をリセットするには、一番左端の星の少し外側をクリックします。 

 

グリッドエディット・コントロール 
 
1. ダウンビートボタン：ダウンビート（小説の最初の１拍目） の
位置を、グリッド上で左右に移動することができます。 

2. グリッドボタン：グリッド全体を左右に移動します。 
3. BPM：現在のトラックのテンポが、BPM値（Beats Per 
Minute）として表示されます。このフィールドをクリックする
と、キーボードでテンポを変更することができます。 

4. BPM +/-ボタン：トラックのテンポ（BPM）を少しずつ調整す
ることができます。  

5. /2 ボタン/ X2 ボタン：トラックのテンポを半分もしくは２倍
にします。 

6. タップボタン：お好みのスピードで何度かタップし、テンポを
変更します。 

7. Reset ボタン：テンポとビートグリッドをデフォルトの状態に
戻します。 

8. Insert Anchor ボタン（アンカー）：最も近いアンカーを再生
ヘッドに移動させ、テンポが変動する楽曲のワープを可能にし
ます。 

9. Delete Anchor ボタン（アンカー削除）： 
数拍以内の最も近いアンカーを削除します。 
10. 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
のグリッド編集コントロールがグレーアウトし、ライブラリー
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。 
注意：トラックのビートグリッドがロックされていると、トラッ
ク解析は機能しません。 
注意：ビートグリッドは、Engine Prime でロックされていても、
Engine OSプレーヤーから上書きされることがあります。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 2 

3 

4 

10 



 

 
9 

 

 
ループ/ビートジャンプ・コントロール 
 
オートループを作成してアクティブにするには、Auto/Jump ボ
タンを押します。 
1. バリュー：現在のオートループの長さおよびビートジャンプの
設定値を表示します。 

2. /2 ボタン/ X2 ボタン：オートループの長さおよびビートジャ
ンプの設定値を設定します。（1/32、1/16、1/8、1/4、1/2、
1、2、4、8、16、32、64） 

3. Loop ボタン：ループのON/OFFを切り替えます。 
4. Jump ボタン：クリックすると、オートループで設定した⻑さ
でビートジャンプすることができます。  

 
手動でループを作成してアクティブにするには、Manual ボタン
を押します。 
1. Halve Loop ボタン：ループの長さを半分にします。 
2. Double Loop ボタン：ループの長さを2倍にします。 
3. Shift Left ボタン：現在のビートグリッドを基準に、ループを
1小節左に移動させます。 

4. Shift Right ボタン：現在のビートグリッドを基準に、ループ
を1小節右に移動させます。 

5. Loop In ボタン：ループのスタートポイントを設定します。 
6. Loop Out ボタン：ループのエンドポイントを設定します。 
7. Loop Enable ボタン：ループのON/OFFを切り替えます。 
8. Re-Loop ボタン：ループをスタートポイントから再生します。 

4 
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コレクションパネル 
 
コレクションパネルでは、接続したUSBメモリ上の Engine Prime ライブラリーおよび Engine Prime 
Target デバイスのデータベースを参照することができます。 
 
1. クレート：ライブラリー全体とすべてのクレートを
表示します。クレートは、トラックをカスタムカテ
ゴリーに分類するためのものです。サブクレートに
表示されたトラックは、親クレイトにも表示されま
す。 
詳しくは、操作 > クレートを使用するをご参照く
ださい。 

2. プレイリスト：すべてのプレイリストを表示します。
プレイリストは、楽曲のセットを作成するための整
理ツールです。 
詳しくは、操作 > プレイリストを使用するをご参
照ください。 

3. iTunes/Apple Music ライブラリー：
iTunes/Apple Music ライブラリーの楽曲（読み取
り専用バージョンのみ）を表示します。Update 
Library ボタンをクリックして、ライブラリーを読
み込みます。 
詳しくは、操作 > ライブラリーのインポート > 
iTunes/Apple Music®ライブラリーを使用するを
ご参照ください。 

4. Serato ライブラリー：Serato ライブラリーの楽曲
（読み取り専用バージョンのみ）を表示します 。
Update Library ボタンをクリックして、ライブラ
リーを読み込みます。 
詳しくは、操作 > ライブラリーのインポート > 
Serato ライブラリーを使用するをご参照ください 

5. Traktor ライブラリー：Traktor ライブラリーの楽曲（読み取り専用バージョンのみ）を表示します 。
Update Library ボタンをクリックして、ライブラリーを読み込みます。 
詳しくは、操作 > ライブラリーのインポート > Traktor®ライブラリーを使用するをご参照ください。 

6. Rekordbox ライブラリー：Rekordbox ライブラリーの楽曲（読み取り専用バージョンのみ）を表示し
ます 。Update Library ボタンをクリックして、ライブラリーを読み込みます。 
詳しくは、操作 > ライブラリーのインポート > Rekordbox ®ライブラリーを使用するをご参照くださ
い。 

7. ファイルシステムブラウザ：ファイルシステムブラウザを使用すると、接続したドライブのファイルの
すべてを参照することができます。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、
クレート、プレイリストのいずれかにドラッグしてデータベースに追加することができます。 

8. サーチ (Search)：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し、
トラックで検索します。虫眼鏡アイコン( )をクリックすると、詳細検索を行うことができます。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参照ください。 
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9. デバイスパネル：このアイコンをクリックすると、メディアデバイスパネルの表示/非表示を切り替える
ことができます。このパネルには、接続したEngine Prime Target デバイスとクラウドストレージフォ
ルダーが表示されます。 
詳しくは、操作 > USB メモリを使用するをご参照ください。 

10. Sync Manager：このアイコンをクリックすると、Sync Manager ツールが開き、Engine Prime ライ
ブラリとコンピュータに接続した外付けUSBハードドライブやフラッシュドライブの間でトラックやデ
ータを同期することができます。 

11. 履歴（History）：再生されたトラックの履歴を表示します。ロードされたトラックは、再生された順に
ここに表示されます。再生されたトラックの履歴は、過去100 曲分まで見ることができます。 
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フィルターボックス 
 

 
 
トラックをカテゴリー毎に検索するには、検索バーの下にあるFilters の５項目、Genre（ジャンル）
/Artist（アーティスト名）/Album（アルバム名）/BPM（テンポ）/Key（キー）のどれか１つをタップし
て選択します。各フィルター列では、1つ～複数のカテゴリーを選択することができます。 

 
フィルターボックスの表示／非表示を切り替えるには、Engine Prime ウィンドウの右下のFilters ボタン
をクリックします。 

 
フィルターカテゴリーは、クリックするとそのカテゴリーを選択することができます。 

注意：フィルターカテゴリーは、キーワードを使用した詳細検索時に併用することもできます。 

 
複数のフィルターカテゴリーを選択するには、Ctrl キーを押しながら任意のフィルターカテゴリーをクリッ
クする (Windows の場合) か、Commandキー（z）を押しながら任意のフィルターカテゴリーをクリック 
します(macの場合)。また、Shift キーを押しながら任意のフィルターカテゴリーをクリックすると、現在選
択されているものからクリックしたものまで、すべてのフィルターカテゴリーを選択することができます。 

 
また、BPM や Key のフィルターカテゴリーを使用することで、検索結果をさらに絞り込むことができます。 

• BPMフィルター許容値：BPMフィルターを使用した検索結果には、選択したテンポに近いテンポのト
ラックを表示することもできます。この設定では、この BPM フィルターの許容値を+0、1、2、3、5、
10、15 のいずれかから選択します。 

• Key フィルター（ドロップダウンメニュー）：Key フィルターのMatch/Compatible を切り替えます。
Match を選択すると同じキーのトラックのみ表示され、Compatible を選択すると和音的に互換性のあ
るキーのトラックが表示されます。 

注意：BPMの範囲や複数のKeyで検索した場合、選択したフィルターの項目に一致するすべての検索結果
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. カテゴリー列：各カテゴリー列をクリックすると、その列でトラックリストをソートすることができます。
カテゴリー列のいずれかを右クリックすると、以下のオプションの表示/非表示の切り替えや、ドロップ
メニュー内でドラッグし移動すること表示順を入れ替えることもできます。 

Preview Length Grid Label Directory 

Art BPM Packed Composer Date Created 

Title Key Track # Mixartist Date Added 

Artist Rating Genre Filename Drive 

Album Comment Year File Type File Size 

2. トラックリスト：このフィールドには、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、トラックリスト内のトラックの合
計数が表示されます。 

トラックをクリックし、さらに以下の列のいずれかのフィールドをクリックすると、コンピュータのキーボ
ードでトラック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 

編集内容を保存するには、コンピュータのEnter キーを押します。  
選択した複数のトラックすべてに同じ編集を行う（同じアーティスト名を付ける、リリースされた年を
すべて同じ年に書き換えるなど）を行う場合は、Shift キーを押しながら一括編集するトラックを複数選
択し、Shift キーを押したまま編集したいフィールドをクリックします。 
コンピュータのキーボードで任意のトラック情報を編集しEnter キーを押
すと、メッセージウィンドウが開きます。一括編集した内容を保存するに
はYESのボタンを押します。 
トラックは、ダブルクリックするとレイヤーAにロードされます。 

3. ジョブモニター（Job Monitor）：トラック解析やクレートのエクスポー
トなど実行中のジョブがある場合、このジョブモニター（Job Monitor）
内にプログレスバーが表示されます。このフィールドをクリックすると、
実行中もしくは待機中のジョブがリスト表示されます。このリストでは、
任意のジョブ１つもしくはすべてのジョブの実行をキャンセルすることも 

 

1 

2 4 3 



 

 
14 
 

できます。実行中もしくは待機中のジョブが何もない場合は、このフィールドに「No jobs running」と
表示されます。 

4. Filters ボタン：このボタンをクリックして、フィルターの表示／非表示を切り替えます。 
詳しくは、前述のフィルターボックスをご参照ください。 
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操作 
 
Engine Prime の起動 
 
Engine Prime を開くには： 

• Windows の場合：Start（Windowsアイコン）をクリックし、Engine Prime と入力してから
Engine Primeをクリックします。 

• mac の場合：アプリケーションウィンドウでEngine Prime をダブルクリックします。 

 

設定 
 
初めてEngine Primeを起動する際は、後述の設定を行なってください。 

 

プリファレンス  
 
Engine Primeウィンドウ右上にあるツールバーのPreferences アイコンをクリックすると、プリファレンスウ
ィンドウが開きます。このウィンドウにはPerformance タブと Library タブがあります。各タブをクリックする
と詳細な設定を行うことができます。設定できる項目は以下の通りです。 

 
Performance タブ 
 
AUDIO 

オーディオ再生の設定メニュー： 

• Audio Device：トラックを再生するデバイス/外部デバ
イスを選択します。 

• Sample Rate：サンプルレートを選択します。 

• Buffer Size：バッファサイズ を選択します。 

• Output：任意のデバイスでトラックを再生する際に使用
する出力チャンネルを選択します。 

 
PLAYBACK  
トラック再生の設定メニュー： 

• Track Start Position：ロード後のトラックの開始位置
を設定します。ファイルの実際の開始位置 (Track Start) 
もしくは自動的に検出されたオーディオ信号の開始位置 
(Cue Position) を選択することができます。  

• Sync Mode：Sync ボタンを押したときに適用される同期の設定を決定します。 
o Bar：テンポが同期され、トラックがマスターデッキのトラックと自動的にバーマッチされます (それぞれ
の小節のダウンビート（1小節目）が揃います)。 

o Beat：テンポが同期され、トラックがマスターデッキのトラックと自動的に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はマスターデッキのテンポとマッチします)。 

• Cue/Loop Quantization：この設定はタイムベースの機能のクオンタイズ値を決定します。Off、1/8、1/4、
1/2、1、4 より選択します。 
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• Time Format：この設定はピッチ調整がトラックタイムの表示に影響するかどうかを決定します。Static に設
定すると、ピッチを調整してもトラックタイムに影響はありません。Dynamic に設定するとトラックタイムは
ピッチの変化に合わせて自動的に調整されます。たとえばピッチフェーダーを-8％に設定した場合、トラックタ
イムは8％長くなります。 

• Waveform Zoom：デッキウィンドウ全体に何秒分のオーディオ波形を表示するかの設定です。3秒～30 秒
の間に設定することができます。 

 

Libarary タブ 
 
ANALYSIS  

トラック解析の設定メニュー： 
• Auto Analysis：この機能をOn に設定すると、楽曲
ファイルEngine Prime は追加時に自動解析されます。
Off に設定すると自動解析は無効になります。 

• Key Notation：トラックキーの表示方法の設定です。
Sharps、Flats、Open Key、Camelot から選択し
ます。 

• BPM Range：トラック解析時に使用するBPMの範
囲（最小値と最大値）を58～115、68～135、78
～155、88～175、98～195 BPM から選択します。 
注意：使用するBPMの範囲に範囲の狭いものを設定
すると、BPMの解析可能なトラックもかぎられてし
まいます。 

 
Engine Prime が対応する音楽ファイル形式一覧： 

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保護されたコンテンツはライブラリーに追加することができません。 
 
 
INTEGRATION  

オフライン編集時に使用するライブラリの設定メニュー： 
• iTunes Library：この設定をOn にすると、iTunes/Apple Music ライブラリー（プレイリストやトラ
ックに付けた評価を含む）がEngine Prime で利用可能になります。詳しくは、iTunes/Apple Music®
ライブラリーを使用するをご参照ください。この設定をOff にすると、iTunes/Apple Music アイコン
がコレクションパネルで非表示になります。「Location…」ボタンを押せば、ライブラリ XML ファイ
ルの場所を参照することもできます。 

• Serato Library：この設定をOn にすると、Serato ライブラリー（smart crates は含まない）が
Engine Prime で利用可能になります。Serato ライブラリーには、クレート、Serato Cue ポイント、
ループ、ビートグリッドの情報が含まれます。詳しくは、Serato ライブラリーを使用するをご参照くだ
さい。この設定をOff にすると、Serato アイコンがコレクションパネルで非表示になります。 
 



 

 
17 

 

 
• Traktor® Library：この設定をOn にすると、Traktor ライブラリーがEngine Prime で利用可能にな
ります。Traktor ライブラリーには、プレイリスト、Traktor Hot Cue の情報が含まれます。詳しくは、
Traktor®ライブラリーを使用するをご参照ください。この設定をOff にすると、Traktor アイコンがコ
レクションパネルで非表示になります。 

• Rekordbox® Library：この設定をOn にすると、Rekordbox ライブラリーがEngine Prime で利用可
能になります。Rekordbox ライブラリーには、プレイリスト、Rekordbox Hot Cue、memory ループ、
ビートグリッドの情報が含まれます。詳しくは、Rekordbox®ライブラリーを使用するをご参照くださ
い。この設定をOff にすると、Rekordbox アイコンがコレクションパネルで非表示になります。 

 
CLOUD STORAGE 

Engine Prime 上でのクラウドストレージサービス使用に関する設定メニュー： 
• Dropbox：この設定をOn にすると、Engine Prime ライブラリーをDropbox のクラウドストレージに
バックアップしたり、Engine OS上でDropbox のクラウドストレージを音楽ソースとして使用するこ
とができます。詳しくは、クラウドストレージを使用するをご参照ください。 
注意：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、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。 

 
 
SUPPORT 

Engine Prime と Denon DJ MCX8000を接続して使用する際の設定メニュー： 
• Enable MCX8000 Compatibility：この設定をOn にすると、Engine Prime データベースを従来の 
MCX8000形式へ変換できるようになります（リードオンリー）。 

 
 
SYSTEM 

Engine Prime ライブラリーの設定メニュー： 
• Library Backup：このメニューでBackup をクリックすると、現在のEngine Prime ライブラリーの
バックアップを作成することができます。バックアップの作成中はEngine Prime ソフトウェアを閉じ
たり、コンピュータの電源をOFFにするのは絶対におやめください。このメニューでRestore をクリ
ックし、Yes ボタンをクリックすると以前に作成したバックアップを新しいバックアップに上書きする
ことができます。バックアップの上書きをキャンセルする場合は、No ボタンをクリックしてください。 

• Library Optimization：このメニューでRun Cleanup をクリックすると、データベース上のキャッシ
ュファイルを消去することができます。キャッシュファイル消去の実行中にEngine Prime ソフトウェ
アを閉じたり、コンピュータの電源をOFFにするのは絶対におやめください。 
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USB ドライブを使用する 
 
USBメモリやSDカードを Engine OS デバイスで使用するには、USBメモリ/SDカードにEngine Prime 
Target データベースを作成する必要があります。Engine Prime ライブラリーのデータベースを使用すれば、
よりスムーズな楽曲再生が可能になります。Engine Prime Target データベースは、カテゴリー毎に複数の
USBメモリ/SDカードに保存することができます。複数のUSBメモリを接続できるEngine OSデバイス
であれば、複数のEngine Prime Target データベースに同時にアクセスすることが可能です。 
Engine Prime Target データベースに含まれる情報のカテゴリーは以下の通りです。 

Crates 
（クレート） 

Cue Points 
（Cue ポイント） 

Loop Points 
（ループポイント） 

BPM 
（BPM/テンポ） 

Filter Search 
（検索フィルター） 

Playlists 

（プレイリスト） 

Hot Cue Points 

（Hot Cue ポイント） 

Beat Points 

（ビートポイント） 

Waveform Data 

（波形データ） 

Word Search 

（検索キーワード） 

重要：Engine Prime Target データベースの作成には、USBメモリに約 500MB の空き容量が必要です。 
接続するEngine OS デバイスが、使用する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。Engine Prime Target データベースを最も効果的に使用するには、ファイル形式をFAT32で
保存することを推奨します。 
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」列にドット(•)が表示されます。 
トラック、プレイリスト、またはクレートをUSBメモリに追加する前に、USBメモリがコンピュータに正
しく接続されていることをご確認ください。接続されたドライブは、デバイスパネルに表示されます。 
 
Engine Prime に接続した外部ドライブにアクセスする
には、コレクションパネルのDevices アイコンをクリッ
クします。クリックすると、接続したドライブのコンテン
ツを表示する新たなコレクションパネルが開きます。 
 
外部ドライブにトラックを追加する方法について詳しく
は、トラックの追加と削除をご参照ください。 
 
外部ドライブにプレイリストを追加する方法について詳
しくは、プレイリストを使用するをご参照ください。 
 
外部ドライブにクレートを追加する方法について詳しく
は、クレートを使用するをご参照ください。 
 
トラック情報を再同期するには、該当するドライブの
Device panel で Resync Track Info ボタンをクリック
します。クリックすると、Cue/ループ/ビートグリッド/
その他のメタデータへの変更点をメインデータベースに保
存します。 
 
外部ドライブの設定を変更するには、Devices パネルの
人型アイコン（Drive Preferences）をクリックします。
詳しくは後述のユーザープロフィールをご参照ください。 
 
外部ドライブの取り外し 
 
1. Devices パネルのEject ボタンを押します。 
2. 警告ウィンドウが開くので、USBメモリを取り外すにはEject ボタンを、取り外しをキャンセルす
るにはCancel ボタンをクリックします。 
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ユーザープロフィール 
 
ユーザープロフィールとは、ユーザー設定のことです。各種機能の設定をUSBメモリやハードドライブに保
存し、Engine OSデバイスでロードすることができます。 
 
ユーザープロフィールを編集するには、Devices パネルの人型アイコン（Drive Preferences）をクリック
します。 
 

Drive Preferences 
 
PLAYBACK 

• Motorized Platter Start：この設定は、トラックの
再生開始速度を決定します。Normal に設定すると、
使用するデバイスのモーターの起動速度に合わせて曲
が再生開始されます。Instant に設定すると、曲はす
ぐに再生開始され、モーターとプラッターは数ミリ秒
で曲に追いつきます。  

• Track Start Position：ロードされたトラックの再生
開始位置を設定します。自動的に検出される音声信号
の始まりに設定するには(Cue Position)を、実際のフ
ァイルの始まりに設定するには(Track Start)を選択し
ます。 

• Default Speed Range：この設定はピッチフェーダ
ーの範囲を決定します。+4%、8%、10%、20%、
50%から選択します。 

• Sync Mode：このメニューでは、Sync ボタンを押したときに適用される同期の設定を、以下のいずれ
から選択することができます。 
 

o Bar：テンポが同期され、トラックがマスターデッキのトラックと自動的にバーマッチされ
ます (それぞれの小節のダウンビート（1小節目）が揃います)。 

o Beat：テンポが同期され、トラックがマスターデッキのトラックと自動的にビートマッチン
グされます。 

o Tempo：テンポのみが同期されます (BPMはマスターデッキのテンポとマッチします)。 
• Sync Button Action：この設定はSync ボタンを押したときの動作を決定します。 

o Toggle：このモードではShift キーを押さなくても同期のON/OFFを切り替えることがで
きます。 

o Shift Disable：このモードでは同期をOFFにするためにShift キーを押したままにする必
要があります。 

• Pitch Control Type：この設定はPitch Bendボタンの主な機能を決定します。Pitch Bend を選択す
ると主機能はピッチの上下となり、Range を選択すると主機能はピッチフェーダーの範囲調整になりま
す。主機能以外の機能はShift キーを押しながらPitch Bend ボタンを使用することで引き続き使用で
きます。 
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CUES/LOOPS 

•  Cue/Loop Quantization：この設定では、タイムベ
ースの機能（Hot Cue ポイント/ループ/ループロー
ル）のクオンタイズ値を1/8、1/4、1/2、1、4 より
選択します。 

• Paused Hot Cue Behavior：この設定はパッドがど
のようにホットCueポイントを再生するかを決定しま
す。Momentary に設定した場合、パッドを押したま
まにするとHot Cue ポイントから再生が開始されます。
パッドを放すとHot Cue ポイントに戻ります。
Trigger に設定するとパッドを押して離したときに
Hot Cue ポイントから再生が開始し、継続します。 

• Default Loop Size：この設定は新しいトラックをデッキにロードしたときの自動ループのデフォルト
サイズを1、2、4、8、16 より選択します。 

• Smart Loops：この設定では手動ループの設定時に自動的に一般的な長さ (2 拍、4拍、8拍など) に伸
縮させるかどうかを決定します。On およびOff から選択します。この設定はクオンタイズ 設定とは関
係なく機能します。 

 

DISPLAY 
• Track Title：この設定では、トラックのタイトルにト
ラックのファイルネーム(Filename)を表示するか、埋
め込みMetadata (タグ) を表示するかを選択します。 

• Time Format：この設定はピッチ調整がトラックタイ
ムの表示に影響するかどうかを決定します。Static に
設定すると、ピッチを調整してもトラックタイムに影
響はありません。Dynamic に設定するとトラックタイ
ムはピッチの変化に合わせて自動的に調整されます。
たとえばピッチフェーダーを-8％に設定した場合、ト
ラックタイムは8％長くなります。 

• Track End Warning：この設定は、デバイス上で再生中のトラックが終わりに近づいていることを警告
するまでの時間を決定します。メーターをドラッグすると１秒～９０秒の間に設定することができます。
メーターを一番左までドラッグすると、この機能はOff に設定されます。 

• On Air Mode：接続したDenon DJ ミキサーでチャンネルフェーダーを上下すると、操作したチャンネ
ル側のデッキのLEDリングカラーが変化する機能です。On に設定すると、チャンネルフェーダーを上
に上げた際リングカラーが白からユーザー設定したカラーに変化します。Off に設定すると、LEDリン
グカラーは常にユーザー設定したカラーのままになり、 チャンネルフェーダー操作の影響は受けません。 

 

SAFETY 
• Lock Playing Deck：このロック設定をOff にすると、
再生中のデッキにトラックをロードすることができる
ようになります。On に設定すると、デッキを一時停止
させてからトラックをロードする必要があります。 

• Needle Lock：再生中にディスプレイ上のトラック・
オーバービュー表示をタップして、その位置にジャン
プできるかどうかを設定します。On またはOff を選
択します。再生が停止している際は、この設定にかか
わらずトラック・オーバービューを使用することがで
きます。 
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• Pad Lock：パッドとパッドモード・ボタン（Hot Cue、Loop、Roll、Slicer）の有効化/無効化を
On/Off から選択します。 

 
LIBRARY 
• Key Notation：ディスプレイ上に表示されるトラック
キーの表記方法を設定します。Sharps、Flats、
Open Key、または Camelot から選択可能です。 

• Key Filter：この設定で （Match） を選択すると、
Keyフィルター検索時に同じキーのトラックのみが表
示されます。(Compatible) を選択すると、適合する
キーのトラックのみが表示されます。 

• BPM Range：トラック解析時に使用するBPMレン
ジ（最低値～最高値）を設定します。この設定では、
BPMレンジを58～115、68～135、78～155、 
88～175、98～195 からのいずれかから選択します。  

• BPM Filter Tolerance (BPMフィルター許容値)：BPMフィルターを使用した検索結果には、選択し
たテンポに近いテンポのトラックを表示することもできます。この設定では、このBPMフィルターの許
容値を+0、1、2、3、5、10、15 のいずれかから選択します。 

 
DECK COLORS 

各レイヤーごとのプラッター上のLEDリングの色を設定し
ます。 
Product フィールドで、接続して使用するDenon DJ の
対応製品を選択します。 
右側の（▽）ボタンを押してドロップダウンメニューを開
き、ご使用の製品名を選択します。製品を選択したらその
下の緑と青のボックス内の（∨）ボタンをクリックすれば 
カラーリングが表示され、LEDリングカラーを選択するこ
とができます。 
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クラウドストレージを使用する 
 
Engine ライブラリーの楽曲ファイルは、コンピュータや
ターゲットドライブだけでなく、同期したクラウドストレ
ージサービス上に保存することもできます。Engine ライ
ブラリに保存されているデータと同じものがバックアップ
されるので、ファイルの紛失やアクセス不能を心配する必
要がありません。 
 
Dropbox クラウドストレージとの同期を有効にするには、
Preferences アイコン > Library タブの順にクリックし、
CLOUD STORAGE メニューのDropbox を On にしま
す。  
Engine Prime を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、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
ので、Dropbox のインストール、ログインを行ってくだ
さい。 
 
クラウドストレージドライブにアクセスするには、コレ
クションパネルの Device Panel で USB端子のアイコン
をクリックします。クリックすると、接続したドライブや
同期したクラウドストレージがリスト表示されます。 
 
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
について詳しくは、トラックの追加と削除をご参照くだ
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
方法について詳しくは、プレイリストを使用するをご参
照ください。 
 
クラウドストレージドライブにクレートを追加する方法
について詳しくは、クレートの追加と削除をご参照くだ
さい。 
 
USB 接続したデバイスの設定を行うには、Drive 
Preferences をクリックします。詳しくは、前述のユー
ザープロフィールをご参照ください。 
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ライブラリーのインポート 
 
iTunes/Apple Music®ライブラリーを使用する 
 
ご使用のコンピュータで iTunes/Apple Music® を使用している場合は、これら
のライブラリーから Engine Prime ライブラリーおよび Engine Prime Target 
データベースにトラックを追加することができます。ライブラリー内のトラック
に付けた評価も同時にインポートされます。 
 
iTunes/Apple Music ライブラリーを使用する 
1. まず、Preferences メニューの Library タブ > INTERGRATIONメニューで
iTunes Library（との同期）を On にしてください。詳しくは、操作 > 設定 
> プリファレンスをご参照ください。 

2. コレクションパネルの iTunes/Apple Music アイコンをクリックします。 
3. クリックすると、Update Library ボタンがパネルに表示されるので、このボ
タンをクリックします。クリックすると同期する iTunes/Apple Music ライ
ブラリーが表示されます。同期するライブラリーのサイズが大きい場合、表示
されるまでに数分かかる場合があります。 

ヒント：iTunes/Apple Music ライブラリーのトラック検索は、その他の接続デ
バイスのライブラリー上のキーワード検索と同様に行うことができます。詳しく
は、トラックの検索をご参照ください。 
 
同期した iTunes/Apple Music ライブラリーから Engine Prime ライブラリー
および Engine Prime Target データベースにトラックを追加するには、以下の
いずれかの方法を行います。 
• iTunes/Apple Music ライブラリーの任意のトラックリストを、Engine 
Prime ライブラリーもしくはEngine Prime ターゲットにドラッグ＆ドロッ
プします。クレートやサブクレートにトラックを直接ドラッグ＆ドロップする
こともできます。 

• １つもしくは複数のトラックを右クリックし、表示されるドロップダウンメニ
ューからAdd Tracks to Collection を選択します。 

複数のトラックを選択する場合、Ctrl キーを押しながら複数のトラックをクリッ
クする(Windows の場合)か、zキーを押しながら複数のトラックをクリックしま
す(macの場合)。また、１つのトラックを選択した状態で、Shift キーを押しなが
ら選択したトラックと隣接していないもう１つのトラックをクリックすると、最
初に選択したトラックから再度クリックした別のトラックまでの間のすべてのト
ラックが選択されます。 
 
iTunes/Apple Music プレイリストをインポートする 
 
iTunes/Apple Music のプレイリストは、Engine Prime のプレイリストもしくはクレートとしてインポー
トすることができます。 
 
iTunes/Apple Music のプレイリストをインポートするには、以下のいずれかの方法を行います。 

• iTunes/Apple Music ライブラリーの任意のプレイリストを右クリックし、Import as Playlist（プ
レイリストとしてインポートする）もしくは Import as Crate（クレートとしてインポートする）
を選択します。. 

• iTunes/Apple Music ライブラリーを、コレクションパネルのプレイリストもしくはクレートに直接
ドラッグ＆ドロップします。 
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Serato ライブラリーを使用する 
 
ご使用のコンピュータでSerato を使用している場合は、Serato のライブラリー
から Engine Prime ライブラリーおよび Engine Prime Target データベースに
トラックを追加することができます。Serato ライブラリー内に保存したCueポ
イント、ループ、ビートグリッドも同時にインポートされます。 
 
Serato ライブラリーを使用する 
1. まず、Preferences メニューの Library タブ > INTERGRATIONメニューで
Serato Library（との同期）を On にしてください。詳しくは、操作 > 設定 
> プリファレンスをご参照ください。 

2. コレクションパネルのSerato アイコンをクリックします。 
3. クリックすると、Update Serato Library ボタンがパネルに表示されるので、
このボタンをクリックします。クリックすると同期するSerato ライブラリー
が表示されます。同期するライブラリーのサイズが大きい場合、表示されるま
でに数分かかる場合があります。 

ヒント：Serato ライブラリーのトラック検索は、その他の接続デバイスのライブ
ラリー上のキーワード検索と同様に行うことができます。詳しくは、トラックの
検索をご参照ください。 
 
同期した Serato ライブラリーから Engine Prime ライブラリーおよび Engine 
Prime Target データベースにトラックを追加するには、以下のいずれかの方法
を行います。 
• Serato ライブラリーの任意のトラックリストを、Engine Prime ライブラリ
ーもしくはEngine Prime ターゲットにドラッグ＆ドロップします。クレー
トやサブクレートにトラックを直接ドラッグ＆ドロップすることもできます。 

• １つもしくは複数のトラックを右クリックし、表示されるドロップダウンメニ
ューからAdd Tracks to Collection を選択します。 

複数のトラックを選択する場合、Ctrl キーを押しながら複数のトラックをクリッ
クする(Windows の場合)か、zキーを押しながら複数のトラックをクリックしま
す(macの場合)。また、１つのトラックを選択した状態で、Shift キーを押しなが
ら選択したトラックと隣接していないもう１つのトラックをクリックすると、最
初に選択したトラックから再度クリックした別のトラックまでの間のすべてのト
ラックが選択されます。 
 
Serato クレートをインポートする 
 
Serato のクレートは、Engine Prime のプレイリストもしくはクレートとしてインポートすることができま
す（スマートクレートを除く）。 
 
Serato のクレートをインポートするには、以下のいずれかの方法を行います。 

• Serato ライブラリーの任意のクレートを右クリックし、Import as Playlist（プレイリストとして
インポートする）もしくは Import as Crate（クレートとしてインポートする）を選択します。. 

• Serato クレートを、コレクションパネルのプレイリストもしくはクレートに直接ドラッグ＆ドロッ
プします。 
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Traktor® ライブラリーを使用する 
 
ご使用のコンピュータでTraktor® を使用している場合は、Traktor®のライブラ
リーから Engine Prime ライブラリーおよび Engine Prime Target データベー
スにトラックを追加することができます。ライブラリー内のトラックに付けた評
価も同時にインポートされます。 
 
Traktor ライブラリーを使用する 
1. まず、Traktor®ライブラリーをNMLファイルとしてエクスポートします。 
2. 次に、Preferences メニューの Library タブ > INTERGRATIONメニューで
Traktor Library（との同期）を On にしてください。詳しくは、操作 > 設定 
> プリファレンスをご参照ください。 

3. コレクションパネルのTraktor アイコンをクリックします。 
4. クリックすると、Update Traktor Library ボタンがパネルに表示されるの
で、このボタンをクリックします。 

5. エクスポートしたNMLファイルを見つけ、Open をクリックします。クリッ
クすると同期するTraktor ライブラリーが表示されます。同期するライブラ
リーのサイズが大きい場合、表示されるまでに数分かかる場合があります。 

ヒント：Traktor ライブラリーのトラック検索は、その他の接続デバイスのライ
ブラリー上のキーワード検索と同様に行うことができます。詳しくは、トラック
の検索をご参照ください。 
 
同期した Traktor ライブラリーから Engine Prime ライブラリーおよび 
Engine Prime Target データベースにトラックを追加するには、以下のいずれ
かの方法を行います。 
• Traktor ライブラリーの任意のトラックリストを、Engine Prime ライブラリ
ーもしくはEngine Prime ターゲットにドラッグ＆ドロップします。クレー
トやサブクレートにトラックを直接ドラッグ＆ドロップすることもできます。 

• １つもしくは複数のトラックを右クリックし、表示されるドロップダウンメニ
ューからAdd Tracks to Collection を選択します。 

複数のトラックを選択する場合、Ctrl キーを押しながら複数のトラックをクリッ
クする(Windows の場合)か、zキーを押しながら複数のトラックをクリックしま
す(macの場合)。また、１つのトラックを選択した状態で、Shift キーを押しなが
ら選択したトラックと隣接していないもう１つのトラックをクリックすると、最
初に選択したトラックから再度クリックした別のトラックまでの間のすべてのト
ラックが選択されます。 
 
Traktor プレイリストをインポートする 
 
Traktor のプレイリストは、Engine Prime のプレイリストもしくはクレートとしてインポートすることがで
きます。 
 
Traktor のプレイリストをインポートするには、以下のいずれかの方法を行います。 

• Traktor ライブラリーの任意のプレイリストを右クリックし、Import as Playlist（プレイリストと
してインポートする）もしくは Import as Crate（クレートとしてインポートする）を選択します。 

• Traktor ライブラリーを、コレクションパネルのプレイリストもしくはクレートに直接ドラッグ＆ド
ロップします。 
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Rekordbox® ライブラリーを使用する 
 
ご使用のコンピュータでRekordbox® を使用している場合は、Rekordbox®のラ
イブラリーから Engine Prime ライブラリーおよび Engine Prime Target デー
タベースにトラックを追加することができます。ライブラリー内のトラックに付
けた評価も同時にインポートされます。 
 
Rekordbox ライブラリーを使用する 
1. まず、Rekordbox®ライブラリーを XML ファイルとしてエクスポートします。 
2. 次に、Preferences メニューの Library タブ > INTERGRATIONメニューで
Rekordbox Library（との同期）を On にしてください。詳しくは、操作 > 
設定 > プリファレンスをご参照ください。 

3. コレクションパネルのRekordbox アイコンをクリックします。 
4. クリックすると、Update Rekordbox Library ボタンがパネルに表示される
ので、このボタンをクリックします。 

5. エクスポートしたXMLファイルを見つけ、Open をクリックします。クリッ
クすると同期するRekordbox ライブラリーが表示されます。同期するライブ
ラリーのサイズが大きい場合、表示されるまでに数分かかる場合があります。 

ヒント：Rekordbox ライブラリーのトラック検索は、その他の接続デバイスのラ
イブラリー上のキーワード検索と同様に行うことができます。詳しくは、トラッ
クの検索をご参照ください。 
 
同期した Rekordbox ライブラリーから Engine Prime ライブラリーおよび 
Engine Prime Target データベースにトラックを追加するには、以下のいずれ
かの方法を行います。 
• Rekordbox ライブラリーの任意のトラックリストを、Engine Prime ライブ
ラリーもしくはEngine Prime ターゲットにドラッグ＆ドロップします。ク
レートやサブクレートにトラックを直接ドラッグ＆ドロップすることもできま
す。 

• １つもしくは複数のトラックを右クリックし、表示されるドロップダウンメニ
ューからAdd Tracks to Collection を選択します。 

複数のトラックを選択する場合、Ctrl キーを押しながら複数のトラックをクリッ
クする(Windows の場合)か、zキーを押しながら複数のトラックをクリックしま
す(macの場合)。また、１つのトラックを選択した状態で、Shift キーを押しなが
ら選択したトラックと隣接していないもう１つのトラックをクリックすると、最
初に選択したトラックから再度クリックした別のトラックまでの間のすべてのト
ラックが選択されます。 
 
Rekordbox プレイリストをインポートする 
 
Rekordbox のプレイリストは、Engine Prime のプレイリストもしくはクレートとしてインポートすること
ができます。 
Rekordbox のプレイリストをインポートするには、以下のいずれかの方法を行います。 

• Rekordbox ライブラリーの任意のプレイリストを右クリックし、Import as Playlist（プレイリス
トとしてインポートする）もしくは Import as Crate（クレートとしてインポートする）を選択し
ます。. 

• Rekordbox ライブラリーを、コレクションパネルのプレイリストもしくはクレートに直接ドラッグ
＆ドロップします。 
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トラックの追加と削除 
 
Engine Prime ライブラリーおよび Engine Prime Target データベース上のトラックの追加、削除を 
説明致します。 
注意： 
Auto Analyze をOn に設定すると、トラックは解析が自動で行われ、Engine Primeライブラリーに追加さ
れます。ジョブの実行中はウィンドウ右下にプログレスバーが表示されます。詳しくは設定 > プリファレン
スをご参照ください。 
トラック解析中にEngine Primeを閉じようとすると、警告メッセージが表示されます。そのままEngine 
Primeを閉じるにはYESを、解析を続けるにはNOをクリックします。解析が完了したら、Engine Prime 
を開いておくことも、閉じることも、コンピュータをシャットダウンすることも可能です。Engine Prime を
閉じた際に実行中だったトラック解析は、再度コンピュータを起動した際に再開します。 
また、iTunes/Apple Music、Serato、Traktor、Rekordbox のライブラリーからトラックを追加すること
もできます。詳しくは、ライブラリーのインポートをご参照ください。 
 
重要：接続されている USB メモリにトラックを追加した後に、USB メモリの名前を変更しないでください。
これを行うと、Engine Prime でトラックが検出されなくなります。USBメモリの名前を変更する場合は、
最初にトラックを追加したときの名前を使用するようにしてください。 
 
Engine Prime にトラックを追加するには、以下のいずれかの方法を行います。 
• Explorer（Windows の場合）や Finder（macの場合）からトラックやフォルダをトラックリストにド
ラッグ&ドロップします。この操作は、1つ～複数のトラックまたはフォルダーに対して行うことができ
ます。 

• コレクションパネルのファイルシステムブラウザを使用し、コンピュータ上のファイルを検索します。
検索結果の中から、任意のトラックやフォルダをCollection にドラッグ&ドロップします。 

 
Engine Prime ターゲットにトラックを追加する方法 
1. コレクションパネルのDevices i アイコンをクリックし、メディアデバイスパネルを開きます。 
2. Explorer（Windows の場合）や Finder（macの場合）からトラックやフォルダをトラックリストにド
ラッグ&ドロップします。この操作は、1つ～複数のトラックまたはフォルダーに対して行うことができ
ます。 
もしくは、コレクションパネルのファイルシステムブラウザを使用し、コンピュータ上のファイルを検
索します。検索結果の中から、任意のトラックやフォルダをCollection にドラッグ&ドロップします。 

 
注意： 
Engine Prime ターゲットに追加されたトラックは、Engine Prime ライブラリーにも自動的に追加されます。 
既に Engine Prime ターゲットに追加されているトラックを再度追加すると、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、楽曲トラック自体はコピーされませんので、重複したトラックが増え、
容量を無駄にしてしまうなどということはありません。 
 
Engine Prime もしくは Engine Prime ターゲットからトラックを削除する方法 
1. トラックリストから削除する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 キーを押
しながら任意のトラックを複数クリックする (Windows の場合) か、Commandキー（z）を押しなが
ら任意のトラックを複数クリックします(macの場合)。また、Shift キーを押しながら任意のトラックを
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、すべてのトラックを選択
することができます。 

2. 選択した1つ～複数のトラックを右クリックし、表示されるドロップダウンメニューでRemove from 
Collection を選択します。 
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重要： 
Engine Primeライブラリーまたは Engine Primeターゲットからトラックを削除しても、コンピュータまた
は USBメモリの元の場所からは削除されません。 
Engine Primeライブラリーからトラックを削除しても、Engine Primeターゲットからは削除されません
（その逆も同様です）。 
1 つの USBメモリ上の Engine Primeターゲットからトラックを削除すると、その Engine Prime ターゲ
ットからのみ削除されます。他のUSBメモリ上のEngine Primeターゲットには影響しません。 
 
Sync Manager 
 
Sync Manager ツールを使用すれば、Engine Prime ライブラリーと、USBメモリもしくはSDカード間で
プレイリスト、クレート、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 Prime 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。互換性のあるドライブが検
出されなかった場合は、ドライブを挿入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、同期するドライブを選択します。
接続されているドライブにEngine Prime プロフィールが含まれて
いる場合は、Profile アイコンが表示され、クリックするとドライ
ブのプロフィールが表示されます。詳しくはUSB メモリ > ユーザ
ープロフィールをご参照ください。また、ドライブを取り出すため
に使用するEject ボタンもあります。実行中の操作があるドライブ
は取り出すことができません。 
 
使用しているドライブがEngine Prime と Sync Manager で対応
していないドライブの場合、警告アイコンが表示されます。警告ア
イコンの上にマウスカーソルを合わせると、詳細情報のヒントが表
示されます（英語）。 
 
 
外部ドライブへのエクスポート 
 
ドライブを選択したら、Engine OS ハードウェアで使用する音楽
をSync Manager から簡単にエクスポートすることができます。
エクスポートするには、コレクションパネルでEngine Prime 上の
任意のプレイリスト/クレート横のチェックボックスにチェックを
入れます。フォルダーのチェックボックスにチェックを入れると、
そのフォルダーに含まれる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／クレートの合計ファイルサイズは、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。
選択したファイルが、接続したドライブの容量を超えてしまった場
合は、容量バーが赤くなります。エクスポートを実行するには、最
大容量以下になるまでプレイリスト／クレートの選択をいくつか解
除してから続行してください。 
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Engine Prime ターゲットに追加するファイルを選択したら、コレクションパネルの下部にあるExport to 
Drive ボタンをクリックすると、選択したファイルとそのファイルに関連するEngine Prime データが
Engine Prime ターゲットにコピーされます。エクスポートにかかる時間はプログレスバーで表示されます。 
 
エクスポートの実行中に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。その時点でエク
スポートの完了していないファイルのエクスポート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、削除するまでEngine Prime ターゲットに残ります。 
 
Engine Prime からエクスポートしたプレイリスト/クレートがすでにEngine Prime ターゲットに入ってい
る場合、不要なファイルを削除すると同時に、異なるプレイリストを選択して追加することが簡単に行えま
す。手順は以下の通りです。 
コレクションパネル上で、Engine Prime ターゲットに追加したいプレイリスト/クレートのチェックボック
スにチェックを入れます。Engine Prime ターゲットから削除したいプレイリスト/クレートには、チェック
ボックスにチェックが入っていない状態にしてください。チェックボックスを確認したら、Export to 
Drive をクリックします。  
Engine Prime ターゲットから削除したいプレイリスト/クレートがある場合（チェックボックスにチェック
を入れなかったものがある場合）、エクスポートを開始するとEngine Prime ターゲットから削除されるプ
レイリスト/クレートがあることを警告するメッセージが表示されます。エクスポートを実行する場合には
Yes を、キャンセルする場合にはNo をクリックします。Engine Prime ターゲットのプレイリスト/レート
から削除したファイルと同じファイルが、削除しなかった別のプレイリスト/レートにも入っている場合、そ
のファイルはEngine Prime ターゲットに残ります。 
 

Metadata（タグ）を Engine Prime に同期する 
 
Sync Manager を使用すれば、Engine OSデバイスで作成したファイル
へのメタデータ変更点をEngine Prime のローカルコレクションに同期す
ることができます。 
接続したEngine OSデバイスをSync Manager で選択し、Sync 
Metadata ボタンを押します。Engine Prime のローカルコレクションに
同期されるメタデータのカテゴリーは以下の通りです。 

Cue Points Loop Points Waveform 
Data 

BPM 

Hot Cue 
Points 

Beat Points Star Rating Key 

 
同期完了後、もしくは同期するメタデータへの変更点が何もない場合は
Sync Metadata ボタンは非表示になります。 
メタデータ同期を途中でキャンセルする場合は、Cancel ボタンを押
します。その時点で既に同期済のメタデータ以降の同期はキャンセル
されます。 
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トラックの検索 
 
フィルターカテゴリーを使用してトラックを検索するには、以下のいずれかの方法を実行します。 

l コレクションパネルで、トラックを検索する場所をCrates（クレート）もしくはDevices（Engine 
Prime ターゲット）から選択します。選択した場所に含まれるすべてのトラックがリスト表示されます。 

l コレクションパネルで、Engine Prime もしくはEngine Prime ターゲットの任意のクレートやサブク
レートを選択します。選択した場所に含まれるすべてのトラックがリスト表示されます。 

l トラックをカテゴリー毎に検索するには、検索バーの下にあるFilters の５項目、Genre（ジャンル）
/Artist（アーティスト名）/Album（アルバム名）/BPM（テンポ）/Key（キー）のいずれかを選択し
ます。選択したカテゴリーに含まれるすべてのトラックがリスト表示されます。 

検索カテゴリーは、複数同時に選択することも可能です。 

複数のフィルターカテゴリーを選択するには、Ctrl キーを押しながら任意のフィルターカテゴリーをク
リックする (Windows の場合) か、Commandキー（z）を押しながら任意のフィルターカテゴリーを
クリック します(macの場合)。また、Shift キーを押しながら任意のフィルターカテゴリーをクリック
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、すべてのフィルターカテゴリーを選択す
ることができます。 

 
トラックをキーワード検索する 

1. コレクションパネルで、トラックを検索する場所をCrates（クレート）Playlists、iTunes/Apple 
Music Library、Serato Library、Traktor Library、Rekordbox Library、File System Browser
（ファイルシステムブラウザ）、もしくはDevices（Engine Prime ターゲット）から選択します。選
択した場所に含まれるすべてのトラックがリスト表示されます。 

2. サーチ (Search)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検索するキーワードを入
力します。入力したキーワードを含むすべてのトラックがリスト表示されます。 

複数のキーワードを同時に入力して検索する場合は、各キーワードの間にスペースを入れてください。入力
したキーワードを含むすべてのトラックがリスト表示されます。 

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。 

 
サーチ (Search)フィールドのドロップダウンメニューからは、以下の検索カテゴリーを選択することができ
ます。 
 
Search All 
(すべて検索) 

Album 
（アルバム名） 

Comment 
（追加したコメント） 

Genre 
（ジャンル） 

Composer 
（作曲者） 

File Type 
（ファイル形式） 

Title 
(トラック名) 

Length 
(レングス) 

BPM 
(テンポ/BPM) 

Year 
(リリース年) 

Mixartist 
(ミキシング担当者) 

Date Created 
(ファイル作成日) 

Artist 
(アーティスト名) 

Key 
(トラックキー) 

Track # 
(トラックナンバー) 

Label 
(レーベル名) 

Filename 
(ファイル名) 

Date Added 
(ファイル追加日) 

 
X をクリックすると、検索結果が消去されます。 
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クレートを使用する 
 
ライブラリ内のトラックは、「クレート」に分類して管理することができます。
クレートでは、クレート内のトラックだけでなく、その下階層のサブクレートの
トラックも参照することができます。サブクレートは最大8階層まで作成できま
す。同じ階層状には、複数のサブクレートを作成することができます。 
注意：Engine Prime デバイス上でクレートを表示する場合、トラックはタイトル
順に表示されます。 
 
 
クレートの作成 
 
クレートを作成するには、コレクションパネルでクレートアイコンをクリックし、以下のいずれかの方法を
実行します。 
• 新規クレートを作成するには、Collection の右側にある(+)アイコンをクリックするか、コンピュータ
でCtrl を押しながらN を押す(Windows の場合) か、Commandキー（z）を押しながらNを押しま
す (mac の場合)。 

• Collection を右クリックして、ドロップダウンメニューからCreate Crate を選択します。 
 
サブクレートを作成するには、コレクションパネルでクレートアイコンをクリックし、以下のいずれかの方
法を実行します。 
• サブクレートを作成したいクレートにカーソルを合わせ、右側にある(+)アイコンをクリックします。 
• サブクレートを作成したいクレートを右クリックして、ドロップダウンメニューからCreate Crate を
選択します。 

 
トラックの追加と削除 
 
クレートやサブクレートにトラックを追加するには、トラックリストから任意のトラックをドラッグ＆ドロ
ップします。 
クレートやサブクレートからトラックを削除するには、トラックリスト上で任意のトラックを右クリックし、
ドロップダウンメニューからRemove From Crate を選択します。 
 
複数のトラックを選択する場合、Ctrl キーを押しながら複数のトラックをクリックする(Windows の場合)か、
zキーを押しながら複数のトラックをクリックします(macの場合)。また、１つのトラックを選択した状態
で、Shift キーを押しながら選択したトラックと隣接していないもう１つのトラックをクリックすると、最
初に選択したトラックから再度クリックした別のトラックまでの間のすべてのトラックが選択されます。 
クレートの移動と編集 
 
クレートやサブクレートを移動するには、コレクションパネル上で任意のクレートおよびサブクレートを、
移動したいクレートおよびサブクレートの上にドラッグ＆ドロップします。移動すると、そのクレートおよ
びサブクレートに含まれているトラックもすべて移動します。 
 
クレートを USB メモリに追加するには  
1. コレクションパネルのDevice Panel で USB端子のアイコンをクリックし、メディアデバイスパネルを
開きます。 

2. 任意のクレートをメディアデバイスパネルのCollection もしくは任意のクレートにドラッグ＆ドロップ
します。 

クレートの名前を変更するには、任意のクレートをダブルクリックするか、右クリックしてドロップダウン
メニューから Rename を選択します。新しい名前を入力したら、コンピュータで Enter をクリックするか、
クレート名のフィールドの外をクリックします。 
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クレートの削除 
 
クレートやサブクレートを削除するには、任意のクレートおよびサブクレートを右クリックし、ドロップダ
ウンメニューからRemove を選択します。 
 
クレートのエクスポート 
 
クレートをエクスポートするには、任意のクレートを右クリックし、ドロップダウンメニューからExport
を選択します。クレートのエクスポートに使用できるファイル形式は、CSV、M3U、JSONです。 
 
プレイリストを使用する 
 
プレイリストを使用すれば、トラックとその再生順を管理することができます。 
注意：Engine OSデバイスでプレイリストを表示する際、トラックはプレイリストに追加した順番で表示さ
れます。 
 

プレイリストの作成 
 
プレイリストを作成するには、コレクションパネルでプレイリストアイコンをクリックし、以下のいずれか
の方法を実行します。 
• Playlists の右側にある(+)アイコンをクリックするか、コンピュータでCtrl を押しながらN を押す
(Windows の場合) か、Commandキー（z）を押しながらNを押します (mac の場合)。 

• Playlists を右クリックして、ドロップダウンメニューからCreate Playlist を選択します。 
 
プレイリストフォルダを作成するには、Playlists を右クリックして、ドロップダウンメニューからCreate 
Playlist Folder を選択します。 
 

トラックの追加と削除 
 
プレイリストにトラックを追加するには、トラックリストから任意のトラック（複数選択も可）をドラッグ
＆ドロップします。トラックはプレイリストに追加された順に番号が付けられます。1つのプレイリストに
は、最大1,000 曲まで追加することができ、同じ曲を複数回プレイリストに追加することもできます。 
 
プレイリストからトラックを削除するには、トラックリスト上で任意のトラック（複数選択も可）を右クリ
ックし、ドロップダウンメニューからRemove From Playlist を選択します。 
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プレイリストの移動と編集 
 
プレイリストをUSB メモリに追加するには、任意のプレイリストをEngine Prime ターゲットの
Playlists にドラッグ＆ドロップします。 
 
プレイリスト内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. 順序を変えたいトラックをドラッグして上下に移動させます。 
 
複数あるプレイリストの中で、プレイリストの順序を変更する際も同様にドラッグして上下に移動させます。 
 
プレイリストの名前を変更するには、任意のクレートをダブルクリックするか、右クリックしてドロップダ
ウンメニューからRename を選択します。新しい名前を入力したら、コンピュータでEnter をクリックす
るか、クレート名のフィールドの外をクリックします。 
 

プレイリストの削除 
 
プレイリストを削除するには、任意のプレイリストを右クリックし、ドロップダウンメニューからRemove
を選択します。 
 

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をエクスポートするには、任意のプレイリストまたはプレイリストフ
ォルダを右クリックし、ドロップダウンメニューからExport を選択します。エクスポートに使用できるフ
ァイル形式は、CSV、M3U、JSONです。 
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トラックの編集 
 
Engine Prime では、Cueポイント、Hot Cue ポイント、ループポイント、ビートポイントを設定しておく
ことができます。 
 
 

 
 
 
 
トラックを編集するには、編集したいトラックをダブルクリックするか、 Engine Prime ソフトウェアのメ
インウィンドウ上部にあるデッキにドラッグ＆ドロップします。デッキにロードされたトラックは、再生や
編集ができるようになります。また、オーディオ波形が表示され、波形上にビートポイントが表示されます。  
注意：ループポイントやCueポイントは、トラック解析完了前でも配置することができます。 
 
前のトラックや次のトラックにスキップするには、Previous Track/Restart Track またはNext Track
を押します。 
 
ロードされたトラックの任意の位置へ移動するには、以下のいずれかの方法を実行します。 
• オーディオ波形を左右にドラッグします。 
• トラックオーバービューの任意の位置をクリックします。オーディオ波形の再生ヘッドがその位置まで
ジャンプします。 

• コンピュータでCtrl+�もしくはCtrl+�を押す(Windows の場合)か、z+�もしくはz+�を押します 
(mac の場合)。ビートジャンプの設定に従い、トラックオーバービューを左右に移動しオーディオ波形
の再生ヘッドを変更することができます。 

 
トラックオーバービューとオーディオ波形には以下の情報が表示されます。 
• オーディオ波形の色分けは、オーディオ信号の周波数を示しています。  

o 青色の部分は低音域（ベース）を示しています。 
o 緑色の部分は中音域を示しています。 
o 白色部分は高音域（トレブル）を示しています。 

• 再生ヘッドは縦の白線で示されています。 
• ビートポイントはグレーの線でオーディオ波形の上に表示されます。トラックオーバービュー上には表
示されません。詳しくは、ビートポイントをご参照ください。 
o 各小節の1拍目は赤色で表示されます。 
o アンカーツールで調整されたビートポイントは黄色で表示されます。 

• Cue ポイントは白い三角で表示されます。詳しくは、Cue ポイントをご参照ください。 
• Hot Cue ポイントは三角で表示されます。Hot Cue ポイントの色はパフォーマンスパッドにより異なり
ます。詳しくは、Hot Cue ポイントをご参照ください。 

• ループポイントは、白線の枠がある半透明のエリアで表示されます。ループポイントを示す半透明のエ
リアの色はパフォーマンスパッドにより異なります。詳しくは、ループポイントをご参照ください。 

Hot Cue ポイント 
ループポイント Cue ポイント 再生ヘッド Hot Cue ポイント 

ループポイント Cue ポイント 再生ヘッド ビートポイント Hot Cue ポイント 
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ビートポイント 
 

 
 
ビートポイントを編集するには、グリッドエディット・コントロールを使用します。 
重要：Cue/Loop Quantization 機能が有効になっている場合、Hot Cueポイントやループポイントはクオ
ンタイズ値に応じて自動的に配置されます。詳しくは設定 > プリファレンスをご参照下さい。 
 
ビートポイントを調節するには 

• ダウンビートボタンボタンを使用し、ビートポイントをグリッ
ド上で左右に移動します。 

• グリッドボタンを使用し、グリッド自体を左右に動かしてビー
トポイントを微調整します。 

• Insert Anchor ボタン（アンカー）をクリックすると、最も
近いビートポイントが再生ヘッドの位置に移動し、他のすべて
のビートポイン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も柔軟にビートグリッドを作成する
ことができます。 

• Delete Anchor ボタン（アンカー削除）をクリックすると、
テンポとビートグリッドがデフォルトの状態に戻ります。 

 
テンポを調整するには 

• タップボタンをお好みのスピードで何度かタップし、テンポを変更します。 
• BPM +/-ボタンをクリックすると、トラックのテンポ（BPM）を少しずつ調整することができます。 
• /2 ボタン/ X2 ボタンをクリックすると、トラックのテンポが半分もしくは２倍になります。 
 
テンポとビートグリッドをデフォルトの状態に戻すには、Reset ボタンをクリックします。 
 
ビートアンカーや BPMへの変更を防ぐためにビートグリッドをロックするには、ビートグリッドロックの
アイコンをクリックします。有効にすると、すべてのグリッド編集コントロールがグレーアウトし、ライブ
ラリー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。  
注意：トラックのビートグリッドがロックされていると、トラック解析は機能しません。 
 
 
Cue ポイント 
 
Cue ポイントを設定するには、任意の位置でトラックを一時停止
し、CUE ボタンを押します。トラックが再生中の場合、CUE ボ
タンを押すと再生位置がCueポイントに戻ります。 
重要：Cue/Loop Quantization 機能が有効になっている場合、
Cueポイントはクオンタイズ値に応じて自動的に配置されます。
詳しくは設定 > プリファレンスをご参照下さい。 
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Hot Cue ポイント 
 

 
 
Hot Cue ポイントを設定するには、まずパフォーマンスパッドをHot Cue モードに設定し、以下のいずれ
かを実行します。 
• トラックの任意の位置でパフォーマンスパッドの1～8のいずれかを押します。 
• トラックの任意の位置で、コンピュータの数字キー1～8のいずれかを押します。 
注意：デュアルレイヤー再生中に、レイヤーBのトラックにHot Cue ポイントを設定するには、コンピ
ュータのAlt キーを押しながら数字キー1～8のいずれかを押します。 

 
Hot Cue ポイントを設定したパフォーマンスパッドの1～8のいずれかを押すと、トラックはHot Cue ポイ
ントから再生が開始されます。 
重要： 
Hot Cue ポイントの対応数は、Engine Prime を使用するデバイスによって異なる場合があります。詳しく
は各デバイスのマニュアルをご参照ください。 
Cue/Loop Quantization 機能が有効になっている場合、Hot Cueポイントはクオンタイズ値に応じて自動
的に配置されます。詳しくは設定 > プリファレンスをご参照下さい。 
 
Hot Cue ポイントを削除するには、以下のいずれかを実行します。 
• Hot Cue ポイントを設定したパフォーマンスパッドの1～8のいずれかを
右クリックし、CLEARボタンをクリックします。 

• コンピュータのShift キーを押しながら、Hot Cue ポイントを設定したパ
フォーマンスパッドの1～8のいずれかをクリックします。 
注意：デュアルレイヤーモードでレイヤーBのトラックのHot Cue ポイン
トを削除するには、コンピュータのAlt キーとShift キーを押しながら、
Hot Cue ポイントを設定したパフォーマンスパッドに相当する数字キー1
～8のいずれかを押します。 

 
Hot Cue ポイントのカラーを変更するには、Hot Cue ポイントを設定したパフ
ォーマンスパッドの1～8のいずれかを右クリックし、カラーを選択します。 
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ループポイント 
 

 
 
ループポイントを設定するには、まずパフォーマンスパッドをLoop モードに設定し、以下のいずれかを実
行します。 
• トラック再生中に、ループ再生を開始したい位置でパフォーマンスパッドの1～8のいずれかを押し、
もう一度同じパフォーマンスパッドを押すと、ループ再生が開始します。 

• トラック再生中に、ループ再生を開始したい位置でコンピュータの数字キー1～8のいずれかを押し、も
う一度同じ数字キーを押すと、ループ再生が開始します。 
注意：：デュアルレイヤー再生中に、レイヤーBのトラックにループポイントを設定するには、コンピ
ュータのAlt キーを押しながら数字キー1～8のいずれかを押します。 

 
 
ループポイントを手動で設定するには、 Loop & Beat Jump 
Controls デッキモードを選択し、MANUAL ボタンを押します。 
• ループポイントを設定する 

1.  ループ再生を開始したい位置でLoop In を押す。 
2.  ループ再生のエンドポイントに設定したい位置でLoop 
Out を押すと、ループ再生ができるようになります。 

• Double Loop ボタンを押すと、ループの長さが 2倍になります。ループの長さはボタンを押す毎に倍
の長さになりますが、ボタンを押せる回数の上限はループの長さにより異なります。 

• Halve Loop ボタンを押すと、ループの長さが半分になります。ループの長さはボタンを押す毎に半分
の長さになりますが、ボタンを押せる回数の上限はループの長さにより異なります。 

• ループのスタートポイントを左右にずらすには、Shift Left ボタンまたはShift Right ボタンを押しま
す。 

• ループを再生するには、トラック再生中にループを作成するか、トラック停止中に手動でループを作成
し、再生ボタンを押します。ループの再生が開始するとLoop Enable ボタンが有効になり、このボタン
を押すとループ再生が解除され、ループのエンドポイントからトラックが通常再生されます。 

• トラックの再生が停止している状態でRe-Loop ボタンを押すと、ループはスタートポイントまで戻りま
す。 

• 注意：MANUAL モードで作成したループが有効になっている状態でパフォーマンスパッドの1～8の
いずれかを押すと、そのループは押したパフォーマンスパッドに保存されます。 
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オートループを設定するには、 まず Loop & Beat Jump Controls
デッキモードを選択し、Auto / Jump ボタンを押します。 
• オートループのループポイントを設定するには、トラック再生中
もしくは停止中に任意の位置でLoop ボタンを押します。BPMに
基づいてループポイントが自動的に設定され、トラック再生中の
場合はすぐにループ再生が始まります。トラック停止中にLoop
ボタンを押した場合は、再生ボタンを押してください。 

 
 
重要：Cue/Loop Quantization 機能が有効になっている場合、ループポイントはクオンタイズ値に応じ
て自動的に配置されます。詳しくは設定 > プリファレンスをご参照下さい。 

• X2 ボタンを押すと、オートループの長さが 2倍になります。ループの長さはボタンを押す毎に倍の長
さになりますが、ボタンを押せる回数の上限はループの長さにより異なります。 

• /2 ボタンを押すと、オートループの長さが半分になります。ループの長さはボタンを押す毎に半分の長
さになりますが、ボタンを押せる回数の上限はループの長さにより異なります。 

• オートループの再生を解除するには、オートループ再生中にLoop ボタンを押します。オートループ再
が解除され、ループのエンドポイントからトラックが通常再生されます。 

• 注意：オートループが有効になっている状態でパフォーマンスパッドの1～8のいずれかを押すと、そ
のループは押したパフォーマンスパッドに保存されます。 

 
 
ループポイントを削除するには、以下のいずれかを実行します。 
• ループポイントを設定したパフォーマンスパッドの1～8のいずれかを右クリ
ックし、CLEARボタンをクリックします。 

• コンピュータのShift キーを押しながら、ループポイントを設定したパフォー
マンスパッドの1～8のいずれかをクリックします。 
注意：デュアルレイヤーモードでレイヤーBのトラックのループポイントを削
除するには、コンピュータのAlt キーとShift キーを押しながら、ループポイ
ントを設定したパフォーマンスパッドに相当する数字キー1～8のいずれかを
押します。 

 
 
ループポイントのカラーを変更するには、ループポイントを設定したパフォーマンスパッドの1～8のいず
れかを右クリックし、カラーを選択します。 
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ID3 タグ 
 
ID3 タグは、楽曲ファイルの中に、トラック名、アーティスト名、トラックナンバーなどの情報を書き込む
ための規格です。トラックの ID3タグは、Engine Prime で編集することができます。 
 
ID3 タグ（トラック情報）の編集 

1. トラックリストから ID3タグを編集するトラックを選択しクリックします。  
2. 以下の列のいずれかのフィールドをクリックすると、コンピュータのキーボードで ID3タグをを編集する
ことができます。 

Title Album Comment Genre Label Mixartist 

Artist Key Track # Year Composer  
 
 
トラックの再解析 
 
Engine Prime がトラック解析を行う際には、トラックのオーディオ波形データ、BPM、ビートポイントデ
ータの検出や処理が行われます。また、Engine Prime、Rekordbox、Serato DJ で設定したCueポイント、
Hot Cue ポイント、ループポイントも検出されます。 
重要： Serato DJ または Rekordbox の Cueポイント、Hot Cue ポイント、ループポイントを有効にする
には、Engine Prime Library および Engine Prime ターゲット、もしくはその両方にトラックを追加して解
析する必要があります。詳しくは、ライブラリーのインポート > プリファレンスをご参照ください。 
 
ヒント：Auto Analyze をOn に設定すると、トラックは解析が自動で行われ、Engine Primeライブラリー
に追加されます。詳しくは設定 > プリファレンスをご参照ください。 
 
一旦変更したトラックのBPMやビートポイントを元の状態に戻したい場合は、トラックを再解析すること
ができます。トラックを再解析すると、その楽曲ファイルに設定されている ID3タグに関わらず、Engine 
Prime BPMで再解析されたBPMが使用されます。 
 
トラックを再解析する 

1. トラックリストから再解析する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 キーを
押しながら任意のトラックを複数クリックする (Windows の場合) か、Commandキー（z）を押しなが
ら任意のトラックを複数クリックします(macの場合)。また、Shift キーを押しながら任意のトラックを
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、すべてのトラックを選択
することができます。 

2. 選択した1つ～複数のトラックを右クリックし、表示されるドロップダウンメニューでRe-analyze 
Tracks を選択します。 
注意：トラックのビートグリッドがロックされていると、トラック解析は機能しません。 
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トラックの保存場所を表示する 
 
コンピュータや接続したUSBメモリ上のトラックの保存場所は、すぐに特定することができます。この機能
は、ファイル名の変更や、ファイルの移動を行う場合に役立ちます。 
 
コンピュータや接続したUSB メモリ上でトラックの保存場所を特定する 

1. トラックリストから保存場所を特定する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 キーを押しながら任意のトラックを複数クリックする (Windows の場合) か、Commandキー
（z）を押しながら任意のトラックを複数クリックします(macの場合)。また、Shift キーを押しながら
任意のトラックをクリックすると、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、すべて
のトラックを選択することができます。 

2. 選択した1つ～複数のトラックを右クリックし、表示されるドロップダウンメニューでRe-analyze 
Tracks を選択しShow in Explorer をクリックする(Windows の場合)か、Show in Finder をクリック
します。(macの場合)。 

 
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 タブをご参照ください。 
・アートワークのサイズが1 MB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 タブをご参照ください。 
・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 タブをご参照ください。 
・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。 
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キーボードショートカット 
 
ユーティリティ 
 
注意：（z）は、macの Command キーです。 
 
機能 mac Windows 目的 

Tooltips z+ T Ctrl + T カーソルを合わせた機能の詳細を表示する（英語） 

Preferences z + , Ctrl + , プリファレンスウィンドウを開く 

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

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

Quit Engine Prime z + Q Alt + F4 Engine Primeを終了する 

 
ナビゲーション 
 
機能 mac Windows 目的 

検索 z + 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 z +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 z +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 

z + 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 

z + 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 

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

る B z + 2 Ctrl + 2 

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 z + � (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 z + Option + � Ctrl + Alt + � 

ビートジャンプ 
（前方） 

A z + � (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 z + Option + � Ctrl + Alt + � 

１つ上のトラック
をロードする 

A z + � (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 z + Option + � Ctrl + Alt + � 

１つ下のトラック
をロードする 

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

B z + 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 

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 z + 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 z + K Ctrl + Alt + K 

LOOP モード A z + 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 
Supported Operating Systems Windows 8.1, Windows 10 (64 bit) / macOS 10.13‒10.15 

Library Support iTunes 10, iTunes 11, iTunes/Apple Music 12 
Serato DJ 
Traktor 
Rekordbox 

Maximum Database Size Files < 100,000 playable files  
(Recommended database size of 50,000 tracks or 
less for search speed optimization) 

Crates < 512 crates with 7 sub-crate layers 

Playlists < 512 playlists 

Playable Media Type SD/SDHC card 
USB mass-storage devices (flash memory, 
external HDD enclosures) 

 File Systems exFAT 
FAT32 (recommended) 
HFS+ (read-only) 
NTFS (read-only) 

 File Formats AAC/M4A 
AIF/AIFF (44.1‒192 kHz, 16‒32-bit) 
ALAC 
FLAC 
MP3 (32‒320 kbps, VBR) 
MP4 
Ogg Vorbis 
WAV (44.1‒192 kHz, 16‒32-bit) 

※仕様は断りなく変更になる場合がございます。 
 
商標およびライセンス 
 
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、それぞれ所有者のものです。 

本製品は、ライセンスのもとでソフトウェアおよび技術を使用します。 
詳細は、denondj.com/product-legal をご覧ください。 



 

 

 


