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1章 はじめに 

音華(オンカ)は、有線放送やラジオの音声をライン入力から取り込み、タイマー録音

するソフトウエアです。 

録音した WAVE ファイルを無音検出分割、時間指定分割、音量自動調整、MP3変換

もできます。 

音華(オンカ)の特徴 

タイマー録音 

タイマー予約は、ウィザード形式で、いくつかの質問に答えれば簡単に登録できま

す。定期予約も可能です。 

長時間録音 

ハードディスクに空き容量がある限り録音できます。 

録音ファイル分割機能 

ラジオ番組に最適な時間指定分割、有線放送の曲を分割する無音検出分割が自動

でできます。 

音量自動調節 



録音ファイルの音量を適正に調節します。 

MP3変換 

MP3変換が自動でできます。 

プレイリスト出力 

m3u形式のプレイリストを出力します。 

フォルダ管理 

録音ファイルをタイトルごとに自動でフォルダへ振り分けします。 

インターネット日時合わせ 

インターネットの NTPサーバに接続し、パソコンの日時を合わせます。 

電源管理 

録音終了後、スタンバイ、休止状態、電源 OFF が可能です。 

動作環境 

OS 

Windows 7 Service Pack 1 (SP1) 

Windows 8.1 

Windows 10 May 2021 Update (21H1) 

※32ビット、64ビット対応 

※Windows 10 Sモード非対応 

CPU 1GHz以上 

メモリ 2GB以上 

ディスク 3MB以上 録音時間分のディスク容量が必要 

必要ランタイム .NET Framework 4.8 

著作権 

作者 田村 太 (タムラ フトシ) 

メールアドレス support@denkabow.com 
 

ホームページ  https://denkabow.com  

mailto:support@denkabow.com
mailto:support@denkabow.com
https://denkabow.com/


種別 シェアウェア 1500円(税別、各手数料別） 

権利 著作権を放棄しない 

転載方法  配布は自由。連絡は必要 

雑誌掲載 認める。連絡は必要  

改変  認めない  

Microsoft、Windows、.NET Framework 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。 

音華(オンカ)は NAudio、NAudio.Lameを使用しています。NAudio、NAudio.Lameは

MIT ライセンスです。  

音華(オンカ)で録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無

断で使用できません。  

試用制限 

音華(オンカ)は、1500円(税別、各手数料別）のシェアウェアです。購入方法は、6章

「購入方法」を参照ください。 

試用中は、音華(オンカ)起動時にランダムな文字列を入力する制限があります。 

音華(オンカ)購入時にお送りするライセンスキーを登録すると、制限が解除されます。 

試用 1 カ月をめどに購入検討をお願いします。  

△ページ先頭へ 

 

2章 インストール/アップデート/アンイン

ストール 

インストール/アップデート/アンインストールする場合は、Administrator(管理者権限)

アカウントで実行する必要があります。 

.NET Framework 4.8 のインストール  

Windows Updateから.NET Framework 4.8をインストールします。 

※すでにインストール済みならば、この作業は不要です。 

 

Windows Updateが利用できない場合は、次のリンクよりダウンロードして.NET 

Framework 4.8 をインストールします。 

Windows用の Microsoft .NET Framework 4.8 オフライン インストーラー 

https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/windows-%E7%94%A8%E3%81%AE-microsoft-net-framework-4-8-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-9d23f658-3b97-68ab-d013-aa3c3e7495e0


音華(オンカ)のインストール/アップデート 

音華(オンカ)をインストールまたはアップデートします。 

ダウンロードした「onka260.zip」を展開します。「readme.txt」 「setup.exe」「setup.msi」

が展開先フォルダに出力されます。 

「setup.exe」を実行します。ユーザーアカウント制御の確認ダイ アログは[はい]ボタン

をクリックします。 

 

インストーラが起動します。画面の指示に従い、インストールを進めます。 

 

音華(オンカ)のアンインストール 

アンインストーラを起動します。 

Windows 7 

[スタート]ボタンをクリックして [コントロールパネ

ル]をクリックします。[プログラムのアンインストー

ル]をクリックします。[音華(オンカ)]を選択して[ア

ンインストール]をクリックします。 



 

Windows 8.1 

(マウス操作) 

[スタート]ボタンを右クリックして[プログラムと機

能]をクリックします。[音華(オンカ)]を選択して[ア

ンインストール]をクリックします。 

 

Windows 10 

(デスクトップモード、

マウス操作) 

[スタート]ボタンを右クリックして[アプリと機能]を

クリックします。[音華(オンカ)]を選択して[アンイ

ンストール]をクリックします。 

画面の指示に従い、アンインストールを進めます。 

ユーザーアカウント制御の確認ダイ アログは[はい]ボタンをクリックします。 

 

△ページ先頭へ 

 

3章 音量調節 

音華(オンカ)のインストール後、パソコンとオーディオ機器を接続し、音量を調節しま

す。 

機器の接続 

オーディオコードをパソコンの LINE IN(なければ MIC IN)とオーディオ機器のライン出

力端子(なければヘッドフォン端子)へ接続します。 



 

録音の音量調節 

タスクバー右側にある「スピーカー」アイコンを右クリックします。 

 

[再生デバイス]をクリックします。 

 

再生デバイス」を設定します。 



 

1. [再生]タブをクリックします。 

2. [スピーカー]をクリックします。 

3. [プロパティ]をクリックします。 

再生音量を設定します。  

 



1. [レベル]タブをクリックします。 

2. [スピーカー]スライダをドラッグし、適正な音量に調節します。 

3. 入力モニタを有効にします。 

4. [OK]ボタンをクリックします。  

「録音デバイス」を設定します。 

 

1. [録音]タブをクリックします。 

2. [ライン入力]をクリックします。 

3. [プロパティ]ボタンをクリックします。 

録音音量を設定します。 



 

1. [レベル]タブをクリックします。 

2. [ライン入力]スライダをドラッグし、適正な音量に調節します。 

3. [OK]ボタンをクリックします。 

△ページ先頭へ 

 

4章 簡単な使い方 

例えば、「20時から 20 時 30分までのラジオ講座を毎週月曜日に録音して、MP3 ファ

イルで保存したい」という場合は、次の操作をします。 

前準備 

ラジオの電源を入れ、放送局を選局し、オーディオコードをラジオとパソコンへ接続し

ます。「3章 音量調節」を参考にして、音量を調節します。 

ラジオとパソコンの電源は、録音終了まで入れたままにします。 

音華(オンカ)起動 



音華(オンカ)を起動します。  

Windows 7 

[スタート]ボタンをクリックします。

[すべてのプログラム]、[音華(オン

カ)]の順にクリックします。[音華(オ

ンカ)]アイコンをクリックします。  

Windows 8.1 

(マウス操作) 

スタート画面上でマウスカーソルを

動かすと、画面左下に下矢印が表

示されるのでクリックします。アプリ

ビューが表示されます。[音華(オン

カ)]アイコンをクリックします。 

Windows 10 

(デスクトップモード、マウス操作) 

[スタート]ボタンをクリックします。

[音華(オンカ)]フォルダをクリックし

ます。[音華(オンカ)]アイコンをクリ

ックします。 

ユーザーアカウント制御の確認ダイアログは[はい]ボタンをクリックします。 

 

画面に表示されるランダム文字列と同じ文字を入力し、[OK]ボタンをクリックします。 

※音華(オンカ)ご購入時にお送りするライセンスキーを登録すれば、この画面は表示

されません。 

 

音華(オンカ)が起動します。 



 

予約登録 

予約を登録します。画面左側にある[予約一覧]ボタンをクリックし、[登録]ボタンをクリ

ックします。 

 

1. 題名は、「ラジオ講座」と入力します。 

2. スケジュールは[定期]オプションボタンをクリックし、チェックボックスの[月]を

選択します。 

3. 開始時刻を「20:00」、終了時刻を「20:30」と入力します。 

4. [次へ]ボタンをクリックします。次のページを表示します。 

次のページは、音質、分割、音量調節、変換を設定します。 



 

1. [WAVE ファイルの音質]ドロップダウンリストボックスは、[ラジオの音質

22,000kHz,16ビット,モノラル]を選択します。 

2. [WAVE ファイルの分割]は、[時間を指定して分割する]オプションボタンをクリ

ックし、「15」と入力します。15分ごとに WAVE ファ イルを分割します。 

ファイル分割すれば、ラジオ番組の頭出しに便利です。 

3. [音量自動調節を実行する]チェックボックスは、必要に応じてチェックします。 

4. [WAVE ファイルの変換]ドロップダウンリストボックスは、[MP3 ファイルへ変換

する。WAVE ファイルは削除する]を選択します。 

MP3 ファイルへ WAVE ファイルを変換し、変換後、WAVE ファイルを削除しま

す。 

5. [完了]ボタンをクリックし、予約登録を終了します。 

「予約一覧」画面に、登録した予約が表示されます。 

 

録音開始 



指定時刻になると録音を開始します。「状態」に「録音中」と表示されます。 

 

編集 

録音終了後、編集処理を実行します。「状態」に進捗状況を表示します。 

 

処理終了 

「状態」に「正常終了」と表示されたら、[出力フォルダ]ボタンをクリックします。題名が

フォルダ名になります。 



 

[ラジオ講座]フォルダをダブルクリックします。MP3 ファイルとプレイリストファイルが表

示されます。 

プレイリストファイル(拡張子 m3u)をダブルクリックします。対応するプレーヤーが起動

します。 

 

△ページ先頭へ 

 

5章 機能説明 

音華(オンカ)の機能を説明します。  

予約一覧 



予約作業は、この画面で行います。 

「予約一覧」画面を表示するには、次のいずれかを操作します。  

 画面左側の[予約一覧]ボタンをクリックする。 

 [表示]メ ニューをクリックし、[予約一覧]をクリックする。 

 

作業記録 

作業記録は、処理時間確認や問題発生調査に使用します。 

作業記録は、9999行まで表示します。9999行を超えると古い記録から削除します。 

「作業記録」画面を表示するには、次のいずれかを操作します。 

 画面左側の[作業記録]ボタンをクリックする。 

 [表示]メニューをクリックし、[作業記録]をクリックする。 

 



作業フォルダ 

録音/編集中のサウンドファイルを表示します。 

「作業フォルダ」画面を表示するには、次のいずれかを操作します。 

 画面左側の[作業フォルダ]ボタンをクリックする。 

 [表示]メニューをクリックし、[作業フォルダ]をクリックする。 

作業フォルダのパスを変更するには、5章「機能説明」の「オプション」を参照ください。 

※録音/編集中のサウンドファイルをコピー、移動、削除、再生しないでください。エラ

ーが発生します。 

出力フォルダ 

作業が終了したサウンドファイルを表示します。予約の題名がフォルダ名になります。 

「出力フォルダ」画面を表示するには、次のいずれかを操作しま す。 

 画面左側の[出力フォルダ]ボタンをクリックする。 

 [表示]メ ニューをクリックし、[出力フォルダ]をクリックする。 

出力フォルダのパスを変更するには、5章「機能説明」の「オプション」を参照ください。 

予約登録 

予約を登録します。画面はウィザード形式で、簡単に登録できます。予約は、最大

32767件まで登録できます。 

予約登録するには、「予約一覧」画面の表示時に、次のいずれかを操作します。  

 [登録]ボタンをクリックする。 

 [予約]メニューをクリックし、[登録]をクリックする。 

 右クリックし、ポップアップメニューの[登録]をクリックする。 

 Ctrlキーを押しながら、Eキーを押す。 



 

1. 題名を入力しま す。題名は、録音/編集後にフォルダ名となります。題名は、

半角 50文字まで入力できます。 

全角文字は、半角 2文字として換算します。フォルダ名にできない文字は、予

約登録完了時に「_」へ置換します。 

2. ス ケジュールを設定します。1回のみ録音する場合は、[1回のみ]オプション

ボタンをクリックし、日付を入力します。 

[▼]ボタンをクリックすると、カレン ダーを表示し、日付を指定できます。 

定期録音する場合は、[定期]オプションボタンをクリックし、曜日チェックボック

スから曜日を選択します。 

3. 予 約時刻を入力します。開始時刻が終了時刻を超えている場合、終了は翌

日です。 

例えば、開始時刻が 20：00、終了時刻が 19:00の場合は、翌日の 19:00が終

了時刻です。 

※最大 23 時間 59分指定できます。 

※録音 WAVE ファイル容量が 2GB に達した場合は、2GBごとにファイルを分

割し て録音を続行します。 

4. [次へ]ボタンをクリックすると、次のページを表示します。 

5. [キャンセル] ボタンをクリックすると、予約登録を中止し、画面を閉じます。 

次のページは、音質、分割、音量調節、変換を選択します。 



 

1. 音質を選択します。[WAVE ファイルの音質]ドロップダウンリストボックスから音

質を選択します。  

2. WAVE ファイルの分割方法を選択します。 

無音を検出して分割する場合は、あらかじめ分割設定する必要があります。く

わしくは、5章「機能説明」の「オプション」を参照ください。 

時間を指定して分割する場合は[時間を指定して分割する]オプションボタンを

クリックし、分割時間を 1～120分まで入力します。  

3. WAVE ファイルの音量自動調節を実行するか選択します。 

実行する場合は[WAVE ファイルの音量自動調節]チェックボックスをチェックし 

ます。 

※音量自動調節は、入力音量が小さい場合に有効です。入力音量が大きく、

歪んでしまった場合は、音量調節できません。 

4. WAVE ファイルを MP3 ファイルへ変換するか選択します。MP3 ファイルへ変換

後、WAVE ファイルを自動で削除もできます。 

 

5. [戻る]ボタンをクリックすると、前のページを表示します。  

6. [完了]ボタンをクリックすると、登録が完了します。  

7. [キャンセル]ボタンをクリックすると、予約登録を中止し、画面を閉じます。 

MP3の音質 

音質 周波数 ビットレート 

DAT 48,000kHz 320kbit/sec 

CD 44,100kHz 128kbit/sec 

ラジオ 22,050kHz 64kbit/sec 

予約変更 



予約を変更します。 

予約を変更するには、「予約一覧」画面で変更対象の予約をクリックし、次のいずれ

かを操作します。 

 [変更]ボタンをクリックする。 

 [予約]メニューをクリックし、[変更]をクリックする。 

 右クリックし、 ポップアップメニューの[変更]をクリックする。 

 Ctrlキーを押しながら、Sキーを押す。 

 ダブルクリック する。 

※予約を複数選択した場合は、変更できません。 

※録音/編集中の予約は、変更できません。 

予約削除 

予約を削除します。予約をドラッグで複数指定し、削除もできます。 

予約を削除するには、「予約一覧」画面で予約をクリック し、次のいずれかを操作しま

す。 

 [削除]ボタンをクリックする。 

 [予約]メ ニューをクリックし、[削除]をクリックする。 

 右クリックし、 ポップアップメニューの[削除]をクリックする。 

 Ctrlキーを押しながら、Dキーを押す。 

 [Delete] キーを押す。 

※録音/編集中の予約を削除した場合は、録音/編集処理を中止します。 

※中止したサウンドファイルは、作業フォルダに残ります。 

録音/編集中止 

録音/編集処理を中止します。 

録音/編集処理を中止するには、録音/編集中に中止対象の予約をクリックし、次の

いずれかを操作します。 

 [録音/編集中止]ボタンをクリックする。 

 右クリックし、 ポップアップメニューの[録音/編集中止]をクリックする。 

※中止したサウンドファイルは、作業フォルダに残ります。 

録音/編集後の処理 



録音/編集後の処理を選択します。処理なし、電源を切る、スタンバイ、休止状態を選

択します。 

録音/編集後の処理を選択するには、次の操作をします。 

 [予約]メニューをクリックし、[録音/編集後の処理]をクリックする。次に[処理な

し]、[電源を切る]、[スタンバイ]、[休止状態]のいずれかをクリックする。 

電源断、スタンバイ、休止状態へ移行時にキャンセルする場合は、「音華(オンカ)パワ

ーマネージャー」画面表示時に[キャンセル]ボタンをクリック します。 

 

再生デバイス 

再生デバイスの選択と音量を調節します。 

再生デバイスを表示するには、次の操作をします。 

 [ツール]メニューをクリックし、[再生デバイス]をクリックする。 

録音デバイス 

録音デバイスの選択と音量を調節します。 

録音デバイスを表示するには、次の操作をします。 

 [ツール]メニューをクリックし、[録音デバイス]をクリックする。 

インターネット日時合わせ 

インターネットの NTPサーバに接続し、パソコンの日時を正しく調整します。 

「インターネット日時合わせ」画面を表示するには、次の操作をします。 

 [ツール]メニューをクリックし、[インターネット日時合わせ]をクリックする。 



 

1. [NTPサーバ]ドロップダウンリストボックスをクリックし、任意のサーバを選択し

ます。  

2. [接続]ボタンをクリックします。 

オプション 

音華(オンカ)の機能を設定します。 

「オプション」画面を表示するには、次の操作をします。  

 [ツール]メ ニューをクリックし、[オプション]をクリックする。 

フォルダタブ 

作業フォルダと出力フォルダのパスを設定します。[フォルダ]タブをクリックします。 

各フォルダのパスを入力します。[…]ボタンをクリックし、各フォルダを選択することも

可能です。 

各フォルダのパスは、半角 170文字まで有効です。全角文字は、半角 2文字として

換算します。 

 



編集処理タブ 

無音検出分割処理の設定をします。[編集処理]タブをクリックし、各スライダをドラッグ

します。 

「無音と判定する時間」は、有線放送の曲を録音する 場合、 1.5秒～2.5秒で調節す

るのが最適です。 

「無音と判定する音量」は、音量全体の 1%～3%で調節するのが最適です。 

パソコンの録音は若干のノイズが入 り、ノイズの音量を無音と見なす必要がありま

す。 

 

   △ページ先頭へ 

 

6章 購入方法 

音華(オンカ)は、1500円（税別、各手数料別）のシェアウェアです。シェアレジ、または

銀行振込で購入します。 

※領収書は、発行していません。 

シェアレジで購入する場合 

インターネットで、クレジットカードによる決済が可能です。 

1. ベクターの音華(オンカ)紹介ページ

https://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se204437.html までアクセスします。 

2. ページ下にある「カートに入れる」をクリックします。 

3. 画面の指示に従い、必要項目を入力します。 

https://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se204437.html


銀行振込で購入する場合 

1500円を次の口座へ振込します。振込手数料は、お客様負担でお願いします。 

銀行名 三井住友銀行 

支店名 横浜駅前 支店 

店番号 547 

口座種類 普通 

口座番号 950672 

口座名義 田村 太 (タムラ フトシ) 

1. 振込完了後、registry@denkabow.comへメールを送ります。メールを送らない

と、作者は入金があったのかわかりません。メール本文には、シェアウェア名、

振込日、振込額、お名前、 メールアドレスを記入します。 

2. 作者から、ライセンスキーのメールが届きます。 

※メール送信日より１週間過ぎても、作者からメールが届かない場合は、

registry@denkabow.comまで連絡してください。 

記入例 

振込しました。ライセンスキーの発行をお願いします。 

シェアウェア名:音華(オンカ) 

振込日:2014年 6月 1日 

振込額:1500円 

お名前:日本 太郎 

メールアドレス:taro@test.com 

ライセンスキーの登録方法 

ライセンスキーは、次の手順で登録します。 

1. 音華(オンカ) を起動します。  

2. 「音華(オンカ)へようこそ」画面でライセンスキーを入力して [OK]ボタンをクリッ

クします。 

3. 「音華(オンカ)のご購入ありがとうございました。次回起動から制限が解除され

ます。」と表示すれば、登録成功です。 

mailto:registry@denkabow.com
mailto:registry@denkabow.com


 

ライセンスキーを紛失したら 

ライセンスキーを紛失した場合は、無料で再発行します。 

ベクターで購入した場合 

ベ クターの「キー再送付サービス」を利用します。次の URLへアクセスしてください。 

https://www.vector.co.jp/swreg/key_index.html 

※2006 年 3 月 1日より、ベクターのレジ・サービス利用規約が改定され、音華(オン

カ)を購入したお客様の氏名、メールアドレスを知ることができ なくなりました。 

もし、ベクターの「キー再送付サービス」に必要な項目を忘れてしまった場合、作者に

連絡をいただいてもお客様の本人確認が困難のため、ライセン スキーを再発行でき

ません。 

 

銀行振込で購入した場合 

registry@denkabow.comへメールを送ります。メール本文には、シェアウェア名、お名

前(本名)、購入日、購入時に使用したお客様のメールアドレスを記入します。 

記入例 

ライセンスキーを紛失しました。再発行をお願いします。 

シェアウェア名:音華(オンカ) 

お名前:日本 太郎 

購入日:2014年 6月頃 

購入時に使用したメールアドレス:taro@test.com 

△ページ先頭へ 

 

Copyright(c)2001-2021 田村 太 All rights reserved. 

https://www.vector.co.jp/swreg/key_index.html
mailto:registry@denkabow.com

